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エスペラント週間

——4月12-18日——

エスペラント語を、私達が學び、支持し、宣傳する理由は.いくつか擧げることが出來る。 

エスペラント語は決して現存する各母國語をお乍除して一つの世界語だけにしようといふのでは 

なく.毋國語の傍に風際補助語として、各人が、母國語と國際語を理解してをれば、國際的に 

は一健.不便をしないといふのも一つの目標である。現在數ヶ或語の學習を餘儀なくされてをる 

人々がゝ最小限度、國際語エスベラントを理解することによって・世界の文化から立遲れない 

といふやうになることが我々の希皐である。然し乍らさうだからと云って私達は決してゝ日本 

語以外の外國語を總べての日本人は、舉ぶ必要がないなどは云はない。將來でも各國の文化と 

いふものが.個有なものとして、殘ってをる間は、私釜はそれ等の諸文化をゝ夫々專門の學者と 

して究明する場合に、それ等の諸文化に伴ふ各國語を學ぶのに何の躊躇が要るであらう力、。い 

や、全く、進んで學ぶ可きである。然しながらさういふ場合は特殊な人々に限られるのである■

次に私達日本人はゝ私蓬の祖先が作り、發達させて來た、この日本語を愛する故に、私逹は 

現在の口本諮の、甚だしく錯雜してをること、表現能力の低いことなどを遺憾に思ふのである 

そして日本語の淨化を希望しヽ進化を計ら5とする人々は.この日本話を、比較し、進化さす 

べき對象物として、何を求めたらよいか。曾て、私達の祖先達は支那語から、文字、語堂、形 

式を取り入れ、日本語を豐富化し.進步せしめたのであった。又近代に於いては・彼零はスベ 

イン語、オヲンダ詰、ポルトガル晤を初め、英語・フランス語、ドイツ晤等々の諸國語を學ぶ 

ことによってヽ日本語に新しい生命を吹き込んだ。今や、私達は更に英、獨ヽ佛、伊、露.西 

支等々の國語から直接にヽ全く學び取る方法をとってよいであらうか。いやゝ時代はもっと進 

んで來たのである。各國語の粹をとった.しかもどこの國の人々の生活の中にも、何の障害も 

なくはいり得る新時代の言語、エスペラント語からこそ、新鮮な、生き生きLた帮彙や、表現 

形式を學び、I!取入れるべきではなからうか。エスペラント語によって、外風の人々に私達の 

考へを、感情を表現しようと努めることは、同時に、H本語の反省である。この反省によって 

合理的により美Lい.髙い段电の日本語が生れ出でるでめらう〇日本のエスペランチスト同志 

がお互にエスペラント語で會話L、卑問硏究、文藝の飜譯原作を發表することは、勿諭將來の 

準備としてばかりでなく、それ自身、非常により日本語への省察である。私達はこの方面の活 

動任務に對しても、堂々たる態度をとるべきである。

さて、直に日本を愛し、日本晤を愛する人々は同じ意味で國際語エスペラントを愛さなけれ 

ばならない。エスペラント運動に携はる人々はその意味で、眞の日本辭の愛好者である。この 

人々が、エスペラント語の宣傅に努力しゝ奮鬪する姿は、冬籠りを終へて・未だ溫まらない土 

をつき拔けて出る春の草木の芽のやうに・氣持よいヽサツソウさを持ってゐるであらう〇いや 

持ってゐない答がない。日本人は皆日本語を愛してをる。愛すべきである。この日本人ノ〉間に
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あって、國際語を普及することは・よい□本語を作りあげる意味に於いて、本當にやらなけれ 

ばならない大きな仕事である。

春がやって來る。やがて新鲜なヽ豊潤な香をのせて、春の風が訪れてくる。大地は生きかへ 

る。私達エスペランチストも冬の休息から、立ち上って.この若々しい大地の上に新しい種を 

蒔かうではないか。

ザメンホフがタEんで丁度20年。エスペラントの最初のbroŝuroが、ポーランドの一角から 

世に送り出されてから50年。この年に私達は世界中の先輩のあとをついで、この種蒔きに舊 

ひ起たう。 .. 1 … ・

各地で4月12日一18日を期して、エスペラント週間を行はうとすろのは、この種蒔き 

に新しい力をよび戾すためである。丁度ザメンホフの逝去のH 4月14日をはさんで、全國 

各地の同志の活躍を期持したい。そつ具體的な方法は、夫々事情に應じて計畫を立てられるこ 

とを希望するが、エスペラント逹動後援會幹事會で提案されたものに、次のやうなものがある

1） 講習會の開催 … •

2） 講演曾の開催 ・

上の二つに對してはゝ普及宜傳のビラを、後援會から、地方會へ無料で一定數御送り出來る

3） 筈地方新開に、エス語50周年に關する記事をかく

4） 各地の名士を訪問。エスペラントに對しての理解を深めて貰ふこと。之には代議上バン 

フレットなど有效であらう〇

5） エスペランチストの印Verda steloのinsignoをつけることをお互に獎勵し合“;・こと〇

6） 曾てはエスペランチストであった人々をこの機會に、再動員すること。失はれたかの如 

く見える矢の行衞をたしかめるために。そして、再び此等の人々をよみかへわせるのに 

努力する。・

7） ラヂオへの運動。東京中央放送局へ初等講座の開設を一齊に投書することnこの際の注 

意としては.聽取番號と・各自の住所、姓名（出來れば職業も）を明記すること。

この他各地夫々の獨特の計畫のもとにゝ4月のこの一過間、日本全國・到るところで.綠の 

旗の飜ることを今から期待してやまない。勿論東京としても、充分の努力を拂ひ、成果を擧げ 

たいと思ってをる。各地同志の軒昂たる意氣を想像しつ、.私達は緊張する。

——CFeb.16, 37.久保記 一

萬國大會日本招致問題

小坂狷二

蔥國エスペラント大會日本招致は今に始まった問題ではなく.旣に明治39年第•回日本大 

會に於て『明治50年東京に開かるゝ萬國博覽會を期して』招待すべしと云ふ花々しい決議が 

なされたのであるが、第一萬國博の方が開催不能に終り、本邦エス運動も其後一・年程で屛息假 

死の狀態になったため自然消滅に終ったのであった。其後・運動再興後も時に大會招致を唱導 

する者があったが.多くその人々は新しく運動に參加した熱心家で、その熱心や嘉すべきも、 

エス界の實情に暗いためになさるゝ說であった。勿論『やりたい』のは人情であるが、本邦並 

に世界のエス運動のために『やれない』乃至は『やわぬ方がよい』と云ふのが遗憾乍ら實情で
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.あるのである。しかも日本のエス運動が幼推で時機尙早と云ふのではない。全世界のエスペラ 

ントの現狀がまだそ二まで行って居らぬのである。餃近もOlimpiadoや茁國博を機として招 

妙問趙を取りあげる人富あるので、私見を述べ・それ等の方々の檢討に資したいと思ふ。

D 洌!以外では萬國大會は開けないのが世界エス界の實情てある, エスペランチストは少

數の例外を徐いては世界的に貧乏人である。ザメンホフが第一囘大會にやっと金の工面をして 

ワルシャワから三等車で乘り込んだのは有名な話だが、一般の參加者电今口尙ほ然り。ダンチ

ヒの薦國大會でも私が審加したベルリンからのkaravanoは獨乙國內は三等車.船は甲板で夜 

を過ごし（但しゼイタクな日本の吾々は甲板椅子や.kajutoの階段肢翠を註文したが）、ダン 

チヒでは四等車で乘りつけたものである。然し歐洲內ならー國みたいなもので、遠い處でも一 

と 夜二夜の旅で、 且つ割引とあるから千人二千人の人は集まり得る（尤もその大部分は開催國 

又は附近の國の人）。それが注復に「1數と費用がかゝる米國や日本でやったじ〉何人來るかじ問

題である。日本の政府や會社等は年々大金を投じて留學生だの出張者などを歐米に送ってゐる 

かじハ その中にはエスペランチストもあり.大會へも出席する機會があるヵ;、歐米から日本へ 

はさう云ふ人は來ないからわざわざの來朝者だけが目當てとなる。今迄三十囘あった篦國大會 

•に日本から自費でわざわざ行った人は林好美氏たった一人きりであるCそれも漫遊の序!のを見 

ても、逆に歐洲かわ自費で日本で開かれる莫國人會へ來てくれる人力［十人均上あることは望む 

は無理なことである。勿論エスペランチスト中には佛のワルニエ等重役級の人もあるヵ;・此等

の人は金はあっても暇がないからシペリヤ經由でも往復滯在にーと月餘を要する旅行をするこ 

・とは出來ぬであらう。過去に於て第六囘と第十一囘蔑國大會が歐洲外の米國で催されてゐる 

が.その參加者數を調べて見れば日本招致論者も思ひ半に過ぐるものがあらう〇

回 C年ノ 開催地 舉加者數

I 1905 Boulogne 約 800

II 1906 Geneve 約1200

III 1907 Cambridge 1324

IV 1908 Dresden 約1500

V 1909 Barcelona 約1300

VI 1910 Washington 357

VII 1911 Antwerpen 2107

VIII 1912 Krakov 約1000

IX 1913 Bern 1203

X 1914 Paris C中止2) 申劇5000

XI 1915 San Fra n ご sco •163

1910年は歐洲に於けるエス連動の最高潮時代の影響を受け米國エス運動史上未曾有の活況を 

呈した诗代である。私が滯米中も古い同志から當時の黃金時代を囘顧して現下C1925-27）の極 

端な衰微をなげく愚痴を聞かされたものである。米國運動全盛時代だから米國人の溶加が三百 

餘はあったらうから、歐洲からの參加は恐らくは二三十名に過ぎなかった事と想像される。 

1915年のは歐洲大戰中に全米大會を萬國大會と僭答したもので、海外からの來會者が無かった 

，のは當然である。

1909-1914年の歐洲エス運動隆盛時代にして此の如き有樣であるから、甚だ困難な時勢にあ 

る今日に於て、しかも米國よりも來遊に困難なる日本に於て開催すれば.歐洲よりの參加者の
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少かるべきは想像に難くない。それでは萬國大色と云ふ名を汚すもので、招致を提案しても否 

決されるであ□うし、又日本の同志としてもエスペラント普及史の光榮のためにむしろ遠慮す 

べきものであらう〇

2） エス大倉は他の大會とは根本的に基礎が違ふ。他の國際乂は茁國大會や會嚴は政府又は 

公の團體からの派遣者が主で官費公費の奩加で、夫人子供携帶、船レ-等・ホテルも一流と云 

ふのが普通s 三尊汽車c日本と異り三等の座席には薄繩がなく板のペンチである）で來て同志 

の處へ分宿させて貰ふエス大會とは雲泥の相遠である。;第國エス大會は國家事茉ではなく、世 

界エスベランチストの謂はば私的の懇親會であるから政府からは旅費を出して代衣を送ると云 

ふ様なことはしない（萬國エス大會でも主催國から正式に日本政府へ代表出席方の書狀は來る 

が、駐歐官吏でも出席命令を出せば旅費を支給せねばならぬので豫算がないとて一度も正式參 

加をさせたことがない;）。又日木のエス會でも歐洲で開かれる萬國大會へ旅費を醵出して代表 

渚を送るだけの餘裕がないと同樣.歐洲の會でも日本迄代表者を送れば恐にく孑の會は破産伏 

態になるだしうから、これも不可能事に屬する。又□本で開かれる他の大會や會嚴には米國か 

らの參加者が多いが・エス大會ではエス運動の最も劣勢なる米國からは參加者の多い事を到底 

犁まれない實情にある。

3） 葛國大曲を催すとその國のエス運動が衰退するおそれがある。腔國大會を開けば絕好刀 

宣傳となり、その國の運動が俄然隆んになると思って居る人があるヵ;・事實は正に反對で、大 

會をやった後その國の運動が火の消えた樣に疲弊し・中々恢復せぬことが多い事を普及決が吾 

々に敎へてゐる。これは大會をやりつけぬ國が主催すると、どうしても花々しくやって宣傳效 

呆を擧げやうとするため無理をすることに基因するのである。例へば世界大戰後フヰンランド 

のエス運動發展ぶりは實に目醒しいもので、立派な雜誌Esp-a Finnlandoを發行し、政府・》 

補助金を出すなど世界麗嘆の的となって居た。それが1922年に植國大會を催ずや俄役連動は 

昇息し、雜誌も出せなくなって了った。1924年のWien大會などは失敗の好例で.3600人の 

參加者があったにな關らず、大缺損をして大會主催者は屋敷家財を鼓賣に附せられ身は零落し. 

運動は一頓挫を來たした。日本でも狂奔的に盛んになった運動が日本大會を開催して沈滯した 

例は岡山、仙臺等に見られる。『大會馴れ』のして居る處では金を使はぬ匸夫を先づ第一に心樹 

けてやって居るのである。

4） オリンビックや萬國ĵ・覽會と同時期に蔑國大雀を催すのは最も愚策である。大會を催す 

以上は宜傳效果を上げねばつまらぬ。大衆の心が他の催に向ってゐる場合、アメリカ式Ĵurna

lismo を尊奉する日本の新聞が萬國-ス大會などに大記班を出して唄れることは絕對にないこ 

とは明であらう。滿州事件で喧々奪々の日本攻徉記事を滿載して居た米國の諸新聞がリンドパ 

ークの子供がさりはれた翌日から滿洲のMの字も書かれなくなったと云ふ事實は這般の消息 

を物語って居る。かゝる他の催のない時をねらって大會を開き、器聞をおどらさねば大金を使 

った效率が惡くなる。・

又、ペルリンのオリンピックをわざわざ見物に行った日本のエスペランチストが無かったの 

と同沫に.リ〔京のオリンピックや萬國博を見物に來る歐米人中にエスベランチストが多數あら 

うとは思へぬ。あったとしてもそれと同蒔に大會をやっては大會の方へは御免被られることで 

あらう。オリンビックや萬國博見物に來る外人中に定めし多數の同志がおりうと思ふのは眞の 

普及者でない義人の老であることは.年々日本の姿にあこがれて來る何萬人の觀光外客小に何. 

人エスペランチストが居るかを器へて見ればわかることである。
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5） 然らぱ吾人は何をなすべきか。折角のオリンピックや曲國博と云ふ好機を如何に利用す 

べきであるか。それには二つの方法があると思ふ。

aう外國のエス團體又は個人同志を通じて歐米の諸新聞に『日本に於てはエスペラントが井 

常に盛んで、u.つ日本の同志はオリンビックや萬國博見物に來る歐米の同志に對し默身的に案 

內や世話をして吳れるqエスペラントはーと月で充分習得出來るから、同國へ赴くものは先づ 

之を學び、日本エス學會に來着の時を通知して出かけるがよい』と云ふ樣な記事を根氣よく出 

・させて、宣傳してもらふ。勿論エス嶽誌を通じて旣成エスペランチストにも出來るだけ來胡を 

すゝめる。•兎に角旣成エスペランチストの來朝は多く期待出來ぬからゝせめて來る人の中に速 

成エスペランチストを多數作る方策に出る。さすれば彼我共によい宣傳になる。又.こう背水 

の陣を布くかわには我國に於ても來朝者中には多數のエスペランチストあるべきことを宣傅 

し、1940年を目指して多數のエスペランチストを製适することに努めねばならぬこととなる。 

なほ上述の如く學會へ通知する樣に仕組んで置けば・連絡はとれるから來朝速成エスペランチ 

ストに失用を與へることはあるまい。又全國の同志は大會を催す代りと思って裁用と勞ヵの寄 

進を惜んではならぬ。

b）日本大會を『極東』又は『汎太平洋』大會と銘うって催すことにする。勿論海外同怎の 

來朝を勸誘するが、萬一國外からの來會者が皆無であっても、中華エスベランチストなら現在 

でも東京に二三十名は居るから結構『ごまかし』得て、相當の宣傳效果を擧げるに難くない。 

なほ將來出來るだけ在留外國人間に普及を努め.かゝる時切つ張り出せる樣勢揃へする用意は 

益々必姜なことである。 •

6） おことわり。同志を鼓舞するのが普及者の途であるべきに、かく悲歌的な莒辭を並べ熱 

心に水をさすのはけしからんと云ふナ6叱りがあるかも知れぬが、事實は矢張り事實である。し 

かも充分實情の裏まで知って居らねば眞の普及者にはなれぬ。過去三十一年間には色々なエス 

ペランチストを見た。忽ちにして熱狂的な宣傳者となり、他の人々が如何にもなまぬるいのを 

慨嘆して、いよいよ奮闘する、さう云ふtipoの同志が隨分おった。處がこう云ふ型の人に限 

って數年ならずして中々自分の思ふ通りにc宜はそれは當然であるのだが）普及されぬのを見 

て・失望し、愛想をつかし何時とはなしに我等の陣營から去って了ふ人が多いのである。然る 

・に充分に實情を知りつくし・曹及連動の苦汁を嘗め味はった普及者は二:十年三十年努力して休 

まぬのである。現實に對し幻滅の悲哀を感ずる事なく、不屈不撓の努力を致すのである。彼を 

想ひ、是を顧みるとき現實をかけはなれ、大言壯語的な擧に出づるのをいましめねばならぬ。 

今は徒らに夢を語る時代ではない、現實の大道をしっかりと、步をゆるめずに進んでゆくべき 

時代であるのだ。花々しいvantaĵoを避け■地道なrealaĵoに就く、それが吾等の途である。 

Tro da akcelo ne kondukas al celo ；

學會第一主義を持して

過去十七年をふ6かへってみて

（3） 岡 本 好 次

A.將來學會をどうする力、。どの方面に力を入れるかについてのお考へは。

〇.學會の將來は役員始め全會員が十分考慮すべきでせうがこゝでは私・個人の考へを過去
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曲

の經驗をおりまぜてお話し申上げませう。

私は學會が何を措いても今後ますます經濟的基雀を碣立すべきだと考へます。今日の社會に 

於て社會全瞪を動かす様な大きな運動をおこすにはどうしても經濟妁に鞏固な基礎をおかなけ 

ればならないと考へます。だから私は學會は將來もやはり從前通りこの經濟的塞礎を鞏固にす 

るといふことに主力をそゝがねばならないと考へます。我が國の社會の中へエス語を立派にお 

しすゝめるにはどらしても相當の金がなければだめでせう。そのために學會の資金の増大をは 

から'うといふのです。そして學會の經濟的基礎をおびやかさぬ程度の金を宜傅に用ひんといふ 

のがよいといふ私の考へです。

A.旣に學會の全資壷は五篦原を突破したのですが學會が法人になった常時は展本財產力;五 

頂圓さへ出來ればその五庚圓を永代基金としてその利子でやってゆけばよいといふ考へだった 

と聞いてゐますが旣に五茁圓できたのですからもう經濟的の基礎は鞏固になったとみてよくは 

ないでせう力\。この上金をためる必要がないのだから大いに宣傅にのりだせといふ人もありま 

すね〇

〇.なるほど大正15年填は五萬回でよいと思ってゐたのですよ。併し今日ではねえ。しか 

も學會設立當初の大正8-9年頃は二萬圓あればよいといってゐたのですよ。それに舉會を法人 

にする規約建案をきめた大正均年頃は旣に五萬圓でなければだめだと考へる樣になったので 

す。

我々は社會の動きと世の中の移りかはりを十分認識せねばならないと思ひます。成程學會力: 

法人になった時は五萬圓を目ざしてゐたのです。しかし今日の世の中は十二年前とは大變ちが

ってきました。

十二年前は金利も五分以上でしたから最低五分とみて迥薦圓で年に二千近百 の利子がある

からといふので永代基金を五萬圓としたのです。しかし今日は金利は三分五厘位になりました。

三分五厘として千六百五十圓です。金利力:二分一分となってはC米或などの低金利をまねると 

すれば）二分で千圓、一分で五百圓ですから、五萬圓の利子を目當にしてゐたのでは低金利I堆 

代には何も出來ません。 •

私は今日學會が五萬!R1の現金をもってゐたとしても之を全部永代展金に編入するのには絕對 

反對です。Ĝ實際は今日學會の4）ってゐる全資產五萬凰の中土地家屋は相當の値に換金できると 

して比約二萬圓は倉庫にある書籍の見積犠ですから之が全部賣れてしまはぬことには五萬圓の 

金は手に入りません。）

低金利の外にインフレーションといふ事を考へるべきだと思ひます。學會で出版をしてゐる 

エス書も賣行は惡いですがしかし賣行が如何に惡くとも獨習書や辭書をふくめると投下資金の 

一割位にはまはってゐる樣です。手持の金を死藏して（信託にあづけて）ヨ分五厘の利子をもら・ 

ふよりも金を活用して（出版に投資して）之を一割にまはすことがよい位の事は如何に經濟のわ・ 

からぬ人でものみこめぬことはありますまい。

よし出版によって三分五匣にしかまはらぬとしてもこの出版物がエス占である限り之をなす 

べきだと思ひます。金を預ナておいたのでは金が信託や銀行で活用されて三分五厘の利子にな 

るのですがエス書の出版で三分五闸にまはるといふことはそれだけエス書がふえるわけで文献 

の擴充からみても最も必要なことだと考へます。

A.金の活用を年二割にも三期にもまはるもっと有利な爭業に投じてはといふ意見もありま 

すね。
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〇.そんなことをいふ人もありますね。アパートをたてよとか・借家をたてよとか。しかし 

このセチカライ世の中にアパートや借家で金が二割にも三割にもまはりますかね。よしまはる 

としても併し學會の將來としては成程經濟的の基礎を鞏固にするために金を少しでも餘計に蓄 

積はしたいとは思ひますがそれにしてもエスに何の關係もない事業を自ら經營することはどん 

なものでせうか。

金を信託に預けるといふことも裏からみればその金をエスと何のかゝはりもない璃榮に活用 

して三分五厘程の金利をかせぐことですから愷質上はアパートをたてるのと同じですがしかし 

前者は學會直營の事業なのですから意味がちがふと思ひます。

公益法人たる學會としてかういった學會の目的と何等關係のない事業を經營するといふこと 

は寄附行爲にも反するかとも思ひますが私には法律の事が判りませんからどんなものでせうか 

ね。

A.さうですね。私もそんなことは不賛成ですね。やっぱりエスに關係のある事業につかひ 

たいですね。尤もエスペランチストを住はせるEsperanto-Domoの樣なものをつくるといふ 

ことだとよいかもしれませんが。

〇,さうですね。しかし宿泊人がエスペランチストだと仲々部屋代のとりたてがむづかしい 

のぢゃないでせうかね。

〇.さうでせ5な〇兄弟や親類に家をかした樣なもので拂ふ方も取る方tどっちもルース・に 

なりがちですからね。 ■. *

それではあなたのお考へでは結局學會の資產は今のまゝにして出版事業を泄潑にやってゆき 

たいといふのですか。

〇,さうです。學會の土地家屋は今のまゝとし今日のやうなインフレーション時代には永代 

基金は現在のままにしてそれ以上增額せず・ある限りの現金を活用してエス書の出版C •部は 

宣廊のuに費す:）に力をつくすといふのです。

A.インフレーションの話が出ましたが學會が家や土地をもつ樣になったのはインフレーシ 

ヨンを見越してですが。その時の・情も話してくれませんか。將來の缪會の金の運用の參考に 

もなりませうから。

〇,孚會も昭和7年には大分金ができたので土地を買って家をたててはといふ事を卫ふ人も 

あったのですが之を具體化することについては私が中心になって主張したのです。それは私は 

我國が金輸出禁止をした當奇からインフレーション不可避論者でしたから、どうしても安い金 

利を有難がって有金殘らず信託に預けておくことの忙ろかさを考へたからでした。そして學會 

が土地を買ひ家をたてることを極力主張しました。併し理事會にかけてみると豫想以匕にモー 

レ ツ な反對があ りましたよ〇

A.反對の人々はインフレーションをみとめなかったのですか。

〇, 一部の反對者■はインフレーションとデフレーシ耳ンは交互にくるといふ考への樣でし 

た。他の反對・者はインフレーションで金（訝の價値が無一物になってもやむをえない、原則とし 

て金をちづけておくべきだといふ主張でした。學校や役所なんかに關係の深い人々け臨機應變 

といふことを好まれないからかういった議論になるのです。ドイツの撒爪夫が雨降りにも撒水 

したといふ話と好一對です。

併し命がけで學會の資產が膨脹することのために努力したっなりの私としてはその命がけで 

積みたてた學會の資產が政府のインフレ-ション政策で一朝にしてフィになってしまっては之 
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迄の努力が水泡に歸すると考へたから必死の氣持であくまでも土地と家を買ってもらは樣主張 

しました。

それで、すったもんだのあげくやつと理事會の承諾がえられたわけでした。

學會の土地をさがすのもー苦勞でしたが、大井.三石兩理事や龜崎孃等や私逹で手わけして 

方々さがしました。學會の建築についてもこれらの人々や小坂理事の盡力多大でいこ。

今日家と土地をもってゐるため學會が得をし'こゐると私は考へてゐます。今數字を为げて計 

算をしてみませう。

土地と家に一萬七千回程かけました。これを信託にあづけておくと假定すると年三分五厘と

して年に17000x0.035=595圖の利子が入ります。その上家がなければ火災保險金7000x

0.004=28 がいらぬことになり地租年120圓が不要になります。 之を合計すれば723圓で

す。土地や家の値上りを考へぬことにして家は30年で零になるものとして每年7000*30=233  

圓を憤却するものとすれば976圓となります。之に家の修繕料を年23圓とすれば全體で1000 

側になります。之を月に割ると83閒餘になります。ところで學會が前に新小川町で借りてゐ 

た家は延坪28坪位で月60圓の家貨でしたが今の家は60坪ですから之が借家とすればいく 

ら安くとも月100圓以上は拂はねばなりますまい。だから100—83慣| =17圜卽ち毎月17 [R1 

の利益となるわけです。Cしかも土地がまだ半分遊んでゐるのです）。

これはインフレーションを無視しての話ですがもし將來インフレーションが進行すれば七地 

も家屋も何倍にも値があがるわけで金のまゝであづ•ナてをくのとのひらきが何倍にもなりませ 

う〇地價や家賃もその中にあカ;ってまゐりませう〇

A.あなたは何でも現狀維持の消極主義の樣だー部の側ではみてゐる樣ですがナ6話をきくと 

學會に出版部をおいたり有給事務員をおいた・） 土地家屋を買ったりする時刀主强者なのだかり 

仲々の積極論希ですね。

〇,あまりおだてないで下さい。私は生れつき石橋をたゝいて渡るといふ樣な性質なのでや 

っばり生來は消極主義者なんでせうね。しかし石橋をたゝいていよいよそれか恥實だと見きは 

めがつくと猛烈につきすすまうとする氣持をもってゐます。だからいゝ時期だと見きはめると 

積極主義になるのですね。いゝと見きはめがつかぬ限りはどこまでを現狀糸胆持主義ですよ。

A.新撰エス和辭典は最初一萬部（大正15年）印刷したさうですがやはり積極主義のあらは 

れですか〇

〇,あれですか。あれは積極主義ではありません、た¢單價を安くするといふための必姿上 

どうしてもあゝせねばならなかったのです。千や二千では實費が一册一圓以上にもなりさうで 

したか以ね。私はエス和を一萬部賣りつくすのに三年かゝるとみてゐました。一年で三千三百 

の割ですよ〇ところが實際はその半分の一年半ほどで全部なくなりました。

一年三千三百部の豫想は大正!3年に學會の處女出版「エス講習用書」C當時定價50錢）が 

5月に四千部印刷して同年!〇月25日に旣に三千部の再版をしたのですから半年程に四千部 

賣れたといふわけです。一年でハ千部のわけです。その半分だけ辭典が賣れると考へて四千 

部。それを三千三白部と内輪にみつもったのですよ。

A.新撰和エスの一萬部印刷レ同じく單價をひくゝするためですか。

〇.やはりさうです。和エスの時は時勢もわるかったのでー萬が何年でなくなるか像想がっ 

かなかったです。併し千部や二千部だと一册の實費が十圓から七、八圓といふのですからどう 

してもー萬はすむなくちゃ話にならなかったのです。今迄の成績でゆくと七、八年かわ十年位
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もはかゝるでせうね。 「 ’: •で・ :j 乂

併し私の考へでは今後は資れさうな电のは初版を千か二千位こしらへて五千乃至一萬位つく 

った時の璋價を標準に値段をつける方が合理的だと考へてゐます。しかしとにかく和エスは 

nacia-esperanta vortaroとして世界一 ampleksaで世界一の廉價なのは學會に一萬何千圓の 

金をこれに投じ得るだけの大金が出來こゐたからですよ。之と同じものを同じ値段で營利本位 

の出版篥者が出版することはエス運動が今日の梯な不振の狀態を績ける限りこゝ五年や十年は 

絕對に不可能だと思ひますよ。

また昔話にもどってしまひましたが私の考へでは學會が出來てから今日迄の經驗からみて又 

將來のインフレーションに對する警戒もして、永代基金は積極的に晞せず土地と家はまづ今 

のままで當分間にあふから、これからはあるかぎりの現金を出版の方面に使ひ文献の充實にっ 

とめるのが一番健全ぢゃないかと考へます。

では宣傳費はどこからだすかといふ問題ですが之は仲々むづかしいですね。

A.エス語がひろまりさへすれば學會の出版部の寳上も增すし學會の經濟的基礎も鞏固にな 

るのだからありたけの金を宜傳に投ぜよといふ意見も一部にありますね。

〇.エス語がひろまればひろまる程本が賣;kることは事實でせう〇しかし宣傳すれぱするだ 

けひろまるかといふにそこがむづかしいところです。宣傅といふのは仲々金だけではうまくゆ

きません。やはり金の外に人の和.時の利（とでも申しませうか）がなければだめです。

金を一萬圓かけたから一萬圓だけエス語がひろまり三萬间かけたからその三倍ひろまるとい 

ふのでは絕對にありません。

時が惡いとだめです。大正!3年頃は50錢で賣った講習用書が大した宣傳をしないのにー 

年間に七八千部も賣れたのです。それに咋年一年間には30錢の講習用書が284部・20錢の短 

期講習書が1161部といふ成績です。

學會出版版郡ができて總寶上高が二萬圓といふレコードをつくった1931年と一萬鬪にみた 

なかった昨1936年度の¢1931年度から昨年迄逐年賣上高が滅少した）最も賣行のよい書物の

賣上部數（グラシャは最な賣行の惡かったもの、比較のため入れる）を次に比較してみたい。

捷徑 講座 初等講座 講習用書 短期講習出 初等讓本

193!年 1829 785 632 1439 2623 1064

1936 年 1037 312 263 284 1161 428

鍵(ŝlosilo) 新撰エス和 新撰和エス グラシャ

193!年 6319 8576 77

1936 年 1134 1351 456 1

卽ち1931年に一番資れなかったグラシャがそれでも一年間に?7部も賣れたのであるヵ:昨 

年の成績では一年を通じて賣れた部數が（學會出版物のみについて）

1-10 册しヵ買れなかった書籍が

11-20 册 〃

31-50 册 〃 ・

50-76 册

77-100 册 〃

100 200 册 〃

201-500 册 〃

1000册以上 n

5

13

10

8

4

8
7

4

種
種

種

種

種

種

種a

+ 59種
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といふf參¢2十こる數字でした。しかも昨年は運動後援會もあったので宣傳は相當行きとどいたの 

であるがそれでも時勢の力はどうとも出來ないのです。 -

上の事實から考へてみると大正末期から昭和の初に（1931年秋迄）かけてまだ「國際」とい 

ふ語が世間にもてはやされた時代と今日の樣に「國際」と對礁の立場にある「國粹」でなければ 

もてない時代と比較してどちらが國際語に有利か云ふことは今更読明する迄もありますまい。

私の考へではこのエスにmalfavoraな時期がまだ五年や十年はつじく覺悟が必要と考へて

ゐます。 ハ ニ

そして今日の樣にエスにmalfavoraな時期に三萬五萬の金をエス宣傅にかけてもエス普及は 

うまくゆかないと考へます。エス運動にfavoraの時代さへ來れば二千闖三千圖の金をつかっ 

てもmalfavoraな時代の二萬圓三萬恻の金以上の實力を臥揮するものだと考へます。

尤も現狀維持の必要上からみてもこのmalfavora時代こそ少くとも一年に千や二千の金は宣 

傳费として便はねばなりますまい。その意味で運動後援會の洛躍を今年£大いに期待します。

誤解しないで下さい。私が今申上げたのはこのエスにmalfavoraな時期は無駄だから宣傳を 

やめよといふのではないのです。もっともっと我々同志が協力して宣傳に努力せねばならぬこ 

とは云ふ迄もありません。たじこ、で學會が之迄苦心してためた三萬回位のはした金をなげだ 

したとてこの頹勢をもりかへすことが不可能だからこゝは忍耐づよく我々の除營をまもりっじ 

けるのが一番賢明な策であるといふのです。

學會の金はエス運動のための金ですからいづれ將來は運動のためになげだすことは云ふ迄も 

ないことですがそれにしても學會の金を全部エス運動になげだす時期はもっともっと先のこと 

だと考へます。

歐洲綠星の旅から歸朝して

池 川 淸

昨年5月2日、祖國を出發致します際には，日本の各力面の同志より、激勵の辭を賜りまし 

たことを心から感激致して居ります。最初の灌定では、先づアメリタ大陸に渡りカリフォル 

ニャより漸次東上してシカゴ、ニュ〜ヨークを見學し、ついでロンドンに渡り同地にて第三回 

國際社會事業大會に大阪市代表として出席し、ついで北歐ゝ佛•獨、その他バルカン諸國を歷 

訪の心算でありましたが都合によって、豫定を逆にして先づ渡佛し・スペイン、フランス・ロ 

ンドン・ ブラセル. デンマークゝ アムステルダム・アルンヘム （Esp ranto-Domo）^ ハンブル 

グ、ストックホルム、ペルリン、ブラーグヽウィン、ブダペストを訪ねて再びベルリンに落着 

き、それより渡米して、ニューヨーク、ワシントンヽフィラデルフィヤ、トロント、シカゴ、 

ロスアンゼルス、サンフランシスコを經:也して昨年!1月27日無事Jokohamaへ歸ってまゐ 

りました。

途中、各地で日本の皆樣のKorespondantojにお目にかゝり皆樣が心からなる日本品の贈り 

物や、美しいFuĵi-jamaの寃眞や京美人のエノ、ガキ等をうれしそうに私に差し示してくれる人 

がありました。それらの同志の名前の全部は記憶して居りません力;・旅日記にノートしました 

方々の尊名は隨時、これから害きっじけるで臥ら5と思ふ歐米エスペラント日記の中に見出さ 

れるでありませ5。C同日記はEsperanto誌上に連載されてゐますから、若しKorespondantoj 

を各地におもちの方は同誌を御購讓ドさいませ;）。
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そ才lらの同志は或る者は日本のSamideanojの救切さゝ誠實さ、勤勉さを衷心よりよろこ 

び・或時に（二公衆の集りで、通信者の誠實さを賞讚しヽ如何に日本人は道德と義務に勝れてゐ 

るかを例示してくれました。そういった際の旅の訪問者としての私は筆と言葉では現はし得な 

い算い魂の淨化を感ずると共に今後益々日本のエス通信がlfe踐躬行すべき指標が物語られてゐ 

るのを感じました。有難たう。Dankon.

それに反して、或る時には集會の後に個人的に名前とadresoを示してその日本人の不詼實 

をグチる人もありましたが、そんな時にはヽ一人の日本人は全體の日本人の標準にされるのだ 

と考へて大變殘念なことがありました。一度は必ず返事を出すことに.お互に注意し合ひませ

うね。

歸朝のSalutoが橫道にそれてしまひましたが、その他の旅中エス連動感想はEsperant 〇誌 

上でもらすことゝ致したいと存じます。

最後に一言申し添へておかねばならないことがあります。それは歐米のEsp・istojはEspe

rantujo は日本だといって居ります。だれに合っても日本のエス連動の確實な步みとその成果 

には嘆賞をもらLて居ります。元UEAの副會長のProf. Isbrŭkerも、おなじみのS-ro 

Grenkampも、ブダペストのJulio BaghyもKalocsayもいづれキ束洋の Esperantujoの 

訪問を夢みてゐます。それ程、歐米の同志は日本のエス連動ゝ卽ち皆樣に期待をかけて居りま

す。忘れないで下さい。

長らく皆樣に御無沙汰をしてゐたおわびと無事歸朝のSalutoを申し述べます。

网:米の同志から吳々4日本の皆樣に宜敷くといふ御言傳でありました 〇

動詞FARIの用法

（n） K. CSSAKA

§6 (b) Frazeroj kun n fari 4 en transitiva senco, daŭrigo.
raporton=raporti 

sciigon=sciigi

Fari aludon=aludi 

rimarkon=rimarki 
rimarkigon=rimarkigi

proklamon — proklami 
deklaracion=deklari 
komentarion = 

komentarii 

kritikon=kritiki 

demandon =demandi

proponon=proponi 

peton=peti 

ĵuron=ĵuri 

veton=veti 

konfeson = konfesi

Pri F malofta la ceremonio raporton oni faru al la reĝo kaj aŭdu lian volon. (FI 

78/8)王に此の稀なる祭式の報吿を言上しその思召の程を伺ふがよい。

Al kelkaj ne-esperantistaj gazetoj ni faru sciigon pri nia afero nur kiel „provan 

balonon u. (OV 338/7)エスペラント關係でない新聞雜誌に吾々の事業をば『試驗氣球』とし 

て報導をしやう。 • . •, い’

S-ro de Beaufront neniam ne sole ion skribis, sed eĉ neniam faris al mi ian mal
grandan aludon pri tio. (OV 451/-8)ドボ-フロン氏は嘗て何等その事に就て私に手紙を 

書き寄こしたことがないのみならず、一寸でも匂はせた事すらないのです。

Mi faras nur la rimarkon, ke sinjoro Craggs eble trovis, ke li faras ĝin al si tro
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facila. (BV16/7)私はクラッグ氏がこれでは自ら1ラスラとやつてのけすぎるわいと云ふこ 

とがわかったらうと申し上げるだけに止めます。 ・ 七

〔註〕Rimarki (.物事がかくあるのを)認める.(認めてかくの如しと)思ふ、(それを認 

めて口に出してかくかくであると)云ふ。Rimarkigi(し人をしてそれを：)認めしめる.Cそれ 

を人に認めしめるためかくかくである上)云ふゝcそうだと人をして認めしめる、卽ち)注 

意を與へる。卽ちrimarkiもrimarkigiも共に同じ邦語の『云ふ』に當ることとなる。 

Rimarko (1)認めること，(2) = rimarkigo C認めしむるための;)注;电、註記、註。

Al sia ordono la imperiestro poste faris rimarkon, ke virinoj estas liberaj de tia 

donado de honoro. (FK 68/23).皇帝は此の勅令に婦人は此の禮式をするに及ばずと云ふ但- 

し書をつけられた。

Cu vi ne faros ian rimarkigon pri la aferoj de la poŝta administrado ? (Rz 60/1〇* , 

遞信事務に關しまして何カ、御氣付の點く御注意)は御座りませぬか(="vi ne havos ion por 

nin rimarkigi=ion igi nin rimarki ?)

Kaj tra la tuta lando oni faris proklamon al ĉiu. (FUI 24/20)全國におふれ力:出た〇 

Se mi ne eraras, vi faras deklaracion pri mia filino? (Rz 76/20)あなた樣のなさった 

く愛の)御吿白は娘のことではないのでございますまいかc若し私の考へか誤でないならば....

なのでせう;)。 *

〔註〕deklari公言する\(人前でで公に)吿白する、宜言する。

Kiakauze vi faras al vi tian komentarion ? (Rn 61⑵ 何だってそんな御託を並べる 

のだc自分の云った事に註釋をつけるのか) •

Se vi trarigardos Ĉiujn kritikojn, kiuj estis faritaj kontraŭ Esperanto vi trovos, ke 
la grandega plimulto el tiuj kritikoj estas simple personaj kapricoj. (OV 398/1) エスペ 

ラントに反對してなされたる批判を通覽されゝばその大部分は單に個人的な氣まぐれに過ぎり 

ことがわからう〇

La publiko ridas kaj ridegas kaj eĉ por unu minuto n faras al si demandon, ĉu 
ekzistas eĉ guto da senco kaj logiko en ĉiuj tiuj ĉi ” spritaj" mokoj. (OV 276/-9)世間 

は笑って笑ひ拔く、そして此の『きのきいた』嘲罵の中に一滴たりとも意味や施理がちりやな 

しゃを一寸でもかへりみやう(自らに問はう)ともしないのである。vd.： IT 21/-2,104/ 

-2; OV 366/-7)

Ŝi faris al sia lernantino kelkajn demandojn. (M 48/28; ank. vd: M 47/17) 生徒に質 

問を二三試みた〇

Kaj kiel bele ŝi lin forregalis, kiam ĉiun tagon li faradis al ŝi ŝian proponon. (Rt 

I02/-10)毎日の樣に云ひ寄るやつをいやどうも美事に肘鉞砲を喰はしてゐたこと。

Se iu volas fari simple konsilajn proponojn, li povas prezenti siajn proponojn al la 

estroj. (OV 404/-1)單に動吿を出したい人があれぱその案を幹部に提出してよろしい。

Por ŝi mi faris (=prezentis) al vi peton. (M 97; ank. vd: M 46/-8; 97/14)その婦 

人のために御願ひを申じあげたのです。

〔比較〕Mi havas peton al vi.御願の筋がある。

Poste li faris al ŝi la edziĝopeton, kaj si tuj diris „ jesu. (FI 128/9)彼は彼女に結 
婚の申込みをした力:彼女はすぐ『あい』と云ふ返事。 「2:、・计厂;よよ題圖
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Nun li faris tian juron, ke frosto ekkuris sub miaj haŭtoj. (Rt 60/12) 身の毛もよだ 

つ樣な事を彼はやると云ってゐる(そんな誓を立てた)。

Tiel do vi plenumas la ŝuldojn de la ĵurot kiun vi faris al mi publike・ CGD 26/4) お 

前が公に立てた誓C夫婦の誓)に對する義務の果し方はそんな事なのか。

Mi ne faris al vi la juron de la edziniĝo profunde. (GD 26/6) あなたへの夫婦の誓は 

深くはないのですcいやいや嫁に來たのです;)。

La reĝan ordonon plenumu, pro la juro farita antaŭ Dio. (Pr 18/4)王の命令は誓っ 

て(神の前で立てた誓ひにかけて)遂行せよ〇

Li faris grandan veton pro via kapo. CH16120) 汝の首をかけて一とはり大きくはつ 

てゐる。(ank. vd： H140/13;141/13)

Estas tute egale, ĉu fari unu pekon aŭ du. (FK 64/5)罪を一つ犯さうと二つ犯さうと

同じことだ。

f decidon =decidi
Fari | ŝan?on=ŝanĝi

l plibonigon=plibonigi

diferencigon) = diferen 
diferencon J 〇直 

apartigon = apartigi

juĝon=juĝi 
justecon—justigi

pekoliberigon—peko-
liberigi

Tiam ni povas fari definitivaj n decidojn. (OV 367/10)その時になれば確定的な決定を 

することが出來ることになりませう〇

En peza nubo faras Jupitero decidojn・(IT 91⑵ 重養たる雲中に在まして主神ユビデ 

ルは決裁をし給ふのであります。

La komitato faros en ĝi tiujn ŝanĝojn, kiujn ĝi trovbs necesaj- (OV 397/10; ank. vd: 

OV 309/19 ; 321/19; 321/18; 397/18, 26, 31;399/5) 委員會はその必要と認むる経更を之に 

加へることとなる。

Sed ili pensas, ke se ni faros tiujn plibonigojn, kiujn el ili proponas, nia afero 

iros multe pli bone. (OV 382/13; ank. vd: OV 309/26)彼等は自分逹が申出た改良を採用 

しさへしたら吾人の仕事は遙にうまく行くのだと思ってゐるのだ。

La servistino raportis, ke ia homo deziras paroli kun mi. Servanto faras certajn 

diferencigojn inter „ homo u, „ sinjoro u kaj „ persono (FK 108/6)下女が誰かお目に 

かゝりたい人が來たと取次いで來た。召使と云ふものは『人』、『お方』.『お方樣』の三者を使 

ひ分けをする电のだ。〔註〕persono(えらい、一かどの)人物、お方ゝ樣)。

La slavaj lingvoj severe faras d迁erencon inter „ sia " kaj ” ĝia "• (LR 52/18) スラ 

ウ・語はsiaとĝiaとを嚴格に使ひ分け(區別)をする。

Rimarko: La perifraza dirmaniero „ fari diferencigon u diferencigi) estus pli longika, 

ol „ fari diferencon " (=fari iujn diferencaj), sed pro simpleco ĉi tiu lasta frazero estas 

ankaŭ ofte uzata- Same kun „ fari rimarkigon u kaj „ fari rimarkon "・(Ank. vd： LR 

44,22)

Por fari diferencon inter la malpuraĵo kaj puraĵo kaj inter la bestoj, kiujn oni povas 
manĝi, kaj la bestoj, kiujn oni ne devas manĝi,... (Lv 9-47； ank. vd: Lv 20-25)淸淨

なる电のと汚穢なるもの、食べてよい獸と食べてはならぬ獸とを區別するために……。

Tial, por ne fari maljustan apartigon inter eminentaj kaj ne-eminentaj, mi citos 

neniun apartan nomon. (OV 408/22)えらい人とえらくない人との間に不正な差別をつけぬ
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ために私は誰も取りあげて名は引用いたしませぬ。E vd: El 8-19; 9-4)

Interna tribunalo, kiun vi neniam povos subaĉeti per skeptika saĝumado, tiam vekiĝos 

kaj faros juĝon kontraŭ vi. (Rt129/22)お前さんが似而非理屈をこねてだますことの出來 

ぬ心の中の法廷はその時になると呼び醍まされてお前さんに對して裁きをすることぢやろ5 〇

Ĉar ne baldaŭ estos farata jugo kontraŭ malbonaj faroj, tial plene kuraĝas la koro 
de homidoj fari malbonon. (Pr18/-7) 惡業に對して裁のなさるゝのは速かでないが故に人 

の子だちの心はいゝ氣になって惡をなすのである。3h・vd. El 12-12)

Se gi estus kampulino, vi estus nun tute libera fari al vi justecon per bona porcio 
da bastonbatoj. (GD 9/8) C相手が)田舍女ならばしこたま棒で打ちのめして敵打ちをしても 

かまひはしないのだが。

Kaj la kapron li starigu viva antaŭ la Eternulo, por fari super ĝi pekoliberigon kaj 
forsendu ĝin al Azazel en la dezerton. (LV16-10) 山羊を生きたまゝエホバの前に立たし 

めその山羊に贖罪のお拂ひを行じ曠野地方へ送ってアザゼルに届けなさい。

私の順序:A F Esp. G R
Kawasaki-N.

Esp.の高等語學的研究に役に立つのわフランス葫(以下Fとする)のほうが大きいか，ドイ 

ッ語(G)わどれくらいの程度まで入用か，ロシャ語(R)を知ったらどんな場合に役にたつか? 

rrもgもrもみんないります」とゆう答がもっとも簡單で正しい。だがその役にたつ場合 

わちがう。私の經驗を述べてみる。個人にあらわれた日本Esp.硏究史と思ってあまりに個人 

的なこの話を諛んでください。

私わ中學で英語(A)を學んだ。上級になってから，自分で講義錄をとりよせてFの勉强を 

始めた。Esp.をやり始めたのわ早稻田にはいってからで,Gをまだやり始めなりうちにEsp. 

をやった。Esp・にわG.の單語わわずかしかない。大部分わラテン系だから,Fをちよっと 

かじっていた私にわvoli, povi. ĉevalo, ŝanĝi, ĉeなどわすぐわかり,冠詞のlaやbela, bona 

などがあるのわ當然だ匕思った。infinitivoが一定の語尾であらわさ九ていること,akcentoが 

定まったところにあるのわちっとも不自然と感じなかった。tagoとかjaroと力〉,bedaŭriと 

か，nur, nunなんてのわGとして覺えるよ〇 , Esp.として覺えたのが先だった。Esp.の文法の 

參考書にわフランスか以でたものが多かった。これわいわゆる20世紀初頭から大戰までのア

ランス時代のためで,Ay monierの文法，Grosjean-Maupinの辭書など私に!bありがたく,Esp.

Esp.辭典のBoiracや，Veraxにすら,Fだけ添えてあるのを私わ利用することができた。 

Couturat, Histoire de la langue universelleの大著を學會の水曜日例會で眺めていた他の學生 

が「瀆みたい力:Fを知らんので……」とゆうのを聞いて私はほほえんだ,ほほえんだにわ理由 

がある。日本でわAとGが萬能だ。Fなんて知らないのを自慢にしていた人があったくらいの

時世であった。私わ中學時代からそんなことに反感をもっていたから,普通の人と反對にGよ

りもFを先にやったのだ。それがEsp.をやってみると,Fが斷然役にたつ。「それみたこと

力、」とほほえんだのである。ところでGに參考書がないわけでない。ことに戰後わすぐれたも 

のがでている〇 Lippmann, Sprachliche Gutachtenを買うことわ買ったが,謹めないのが殘



15 ¢103)

念だった。「Gを早くやりたい,G力:すこし讀めるようになったら眞先にしippmannを潞な 

う」と私わ思った。しippmann, Wiister, Christaller, Bennemann數多の艮い著述を利用しえ 

られるようになってから私の硏究の範圍も廣くなった。そのつぎにやりたいと思ったのわR 

だ。小坂さんわいっななにかとゆうとRをひつばりだす，Esp,にわRそのままの單語も 

あれば，「ここわRの文法をそのま、うけついでいるの•だ」なんてゆう人もあり,「Rをやっ 

たら.Esp.の文章がうまくなる」なんていいふらした日本の大家もあった。RわZ.の母語で 

ある。Esp・わ最初Rusujoにのみ限られていた。R式考へかたがどこまでEsp,に影響した 

かを考えてみることもEsp.硏究の一つの項］］であらねばならない。Rをやってから,いまま 

で全然手をつけようとしなかったEsp.發逹史をかじりかけることができるようになった。「F 

わヨーロッパ語の文法」だといわれているほどありがたがっている人が多いごとく，Fがヨー 

ロ ッパに第 1 の勢力を有することわあきらかな事實であり, ラテン系を多く要素とするEsp. 

がこのFより冬くのものを學ばねばならないことわ中すまでもない。そしてEsp.連動の歷史 

わこれを實疔した。ロシャ，ドイツなどの田舍よりヨーロッパの首府パリに入るに及んで,Esp. 

わ洗練され社會にでられるようになった。また比較言語學の第一人者 Meillet敎投がゆうご 

とく「フランス語の文語わdelikataj esprimojのもっとも發達した言語で，外國人わ容易に近 

ずけない」("s Langues dans PEurope Nouvelle)であるならば,perfektecoにも第一たら 

んとするわがEsp.も大いにFを蜜考にしてFを追い越さなければならない。だがEsp・に 

おけるRの要素,Gの要素を忘れてわいけない。乙自身わFわ下手であったし,Fを利用 

しての著述わあまりない〇譯本も短いGeorgo Dandinだけだが，GからIfigenio, Rabistoj, 

Rabeno de Baĥaraĥ,それにBatalo de V VivoもHamletoもAかちの直接譯でなく G|譯 

からであるし，大部のAndersenのFabelojもG譯からだ。Z.の著作を硏究するうえにこ 

れらのGの原本の硏究をもやっこおかねばならない。それらとEsp.の關係を調べねばな 

らない〇】9世紀にあったEsp.の辭書わUniversala Vortaroのでるまでわ!889のPlena 

Vortaro REと1889のMega Vortaro EGが標準のものであったし,Z.も大きなFunda- 

menta verk 〇になるGE辭典を作りかけたこともあるくらいである、20世紀の初頭になって 

乙と他の人と共著またわ校閱のGE辭典,EG辭典がUniversala Vortaroのsuplemento 

として權威のあったものである。乙がGを得意とLた結果ラテン系詰根でもFでの蕙味よ 

りもG, R中にはいって生じた意味をEsp.の語根がとったことがかなりある。これわ相當注 

意すべきことである。Kunmetadoについてわどの語よりもまずGを調べてみなければなら 

ない。 ・

以上わ私の歷史を中心としたものに過ぎぬ。灭法辭書の一々の項目にあたって具體的に詳し 

く論ずることと，他の言語例えば「Esp.わフランス語よりイタリー語に似ています」とか「い 

やスペイン語のほ5に近いです」とか日本人でもよくゆうが，それがはたしてどんな意味を有 

するとかゆうことなど,他の機會にゆづる。 CL7 febr. 1936稿,9 feb. 193?訂)

懸賞論文受付締切:3月5日C本誌前月號27頁慕照) エスペラント運動後援"
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La Trombo
(2)

Tacuo 1'aguĉi,

Imperia Mara Observatorio^ Kobe.

II. La Strukturo de la Trombo.

Antaŭ ĉio mi preferas doni la difinon de la termino " trombo,? ĉar la termino estas 

uzita tro arbitre de eĉ sciencistoj por nomi diversajn trombsimilajn fenomenojn : Tor

nado aŭ Whirlu)ind en angla lingvo, Windhose aŭ Trombe en germana, ktp.

Mi difinas ĉi tie:la trombo nepre havas 1)la funelan nubon kaj 2) kirloventan 

fenomenon kaj 3) okazas surmare (surakve).

Mi kredas ke tiuj karakterista joj almenaŭ bone konformas al la fundamento de 

japana nomo " tacu-maki!9

A) La aspekto de la tromb ・(Hurd, W. E. M. W. R. Voi.56.1928)

a) Simultanaj nombroj: Simultanaj 2-10 tromboj estas multofte observitaj kaj 

15-20 tromboj, ofte, sed pli ol 20 tromboj estas tre malofte. Brita ŝipo Earnmoor 

observis 20 simultanajn trombojn. (Talman, C・F.)

b) La funela nubo: La funela nubo pendis plejofte el kimlusnimbuso, (Lexique 

\leteorologique. Paris. 1926-1929) kimluso kaj stratuso, ofte, dum malplej ofte el stratus- 

kimluso.

c) Alteco de la trombo: Normala trombo havas la funelan nubon 1000~2000 

futojn altan. La plej alta trombo, okazinta 16, Majo,1898, havis 5018 futojn.

ĉ) Abnorma formo de la funela nubo: (Talman, C.F.). En Maroko,18, Decembro^ 

1917, tre mallarĝa funela nubo okazis, ĉi havis la altecon de 1050 futoj sed la diametron 

de nur 3 futoj.

Kontraŭe, tre larĝa trombo estas observita en 14, Novembro, 1914. Ĝi havis la 

altecon de nur 100 futoj kaj la largecon de 700 futoj.

d) La vojaĝa rapideco: Ĝenerale trombo vojaĝas 15~20 mejlojn por horo・

e) La viva tempodaŭro: La trombo nur vivas dum 15 minutoj en meznombro. 

Estis escepto :la trombo observita en Atlantiko vivis dum 45 minutoj・(Talman, C.F.)

Interna strukturo de la trombo.

Bedaŭrinde ni ne sukcesis ĝis hodiaŭ akiri abunde la materialon pri la interna 

strukturo, ĉar la okazoj, ke ŝipo rigardis la trombon de proksime aŭ travojaĝis la inter

non de la trombo, estis tre maloftaj kaj samtempe en la okazoj estis tro danĝere por la 

ŝipoj. Kelkaj konoj pri la strukturo de la trombo estas, do multparte analoge konkluditaj 

el la observadoj de tornado, kiu havas tre similan aspekton al la trombo kaj okazas 

multofte en amerika kontinento.
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a) Horizontala distribuo de la vento.

Ĝenerale oni supozas ke certe ekzistas interne de la trombo la ekstrema kirloven

tego :S-ro Milham, W. I. (Meteorologo New York.1918) taksis la ventrapidecon je 500 

mejloj por horo kaj S-ro Loomis, E. (Talman, C.F.) kalkulis tion je 682 mejloj por horo. 

S-ro Ferrel,W. (A popular treatise on the Winds. New York.1904) supozis pri la 

distribuo de la ventrapideco jenan rilaton :

7=

kie V=ĝira*  (aŭ kirla) rapideco rilate al tera sufaco, 

distanco el la centro de la vortico,

c=la konstanto.

do, la plej granda rapideco okazas ĉe la centro, li konkludi s. Sed, antaŭlonge S-ro Cook 

informis ke li vidis flugantan birdon interne de la trombo 17, Majo, 1763・(Nature, voi. 

2& 1881-82) kaj alia malnova pilotlibro (Gufu-iinŭa.1857)*-*  subtenis la saman ideon; ĉe 

la centro ekzistas sufiĉe kvieta parto.

Kvankam ni jam sciis la fakton ke interne de la tajfuno, la tropika ciklono, ofte 

estas kvieta regiono nomita " okulo de tajfunoj sed ankoraŭ ni iom hezitas kredi la 

certan ekzistadon de la sama okulo en la trombo・ Ni devas ankaŭ rigardi la raporton 

de la ŝipo " Santiago " travojaĝinta la trombon. En la raporto oni klare neis la ekziston 

de la kvieta parto en la centr〇. (Allingham, W・ A. Manual of mari ne meteorology. 

London.1917)

Pri la fludirekto de la vento, S-ro Milham insistis ke ĝi kirlas ĉiam je la direkto 

kontraŭa al la movo de horloĝmontriloj, sed S-ro Scott, R. H. (Elementary Meteorology. 

London.1907) uzis la vorton " multokaze " anstataŭ " ĉiam."

S-ro Bucham, A. (Handbook of Meteorology. Edingurgh.1868) pensis ke la direkto 

dekstruma aŭ maldekstruma tute dependas de la tiama direkto de la ĉefa vent〇.

La fakto, ke la trombo havas ĝenerale la maldekstruman direkton, havas interrilaton 

kun la tera rotacio, oni kredas.

Laŭ la informo de S-roj Marshall kaj Brown (Mar. Obs. Voi.8.1931)la trombo 

turnigis dekstrume ĉe la komenco, sed poste, ĝi turniĝis kontraŭe. Brita ŝipo “ Castan ” 

observis trombetojn ĉirkaŭe de la ĉefa trombo en Majo,192 〇. Tiuj t Tombetoj rotaciis 

la ĉefa kiel la satelito rotacias ĉirkaŭ la planedo. (Talman, C. F.)

Sube mi montros la skemon supozitan koncerne al la ventodirekto.

trombo.

Ĝenerala aerfluado en la

centro.

Supozebla aerfluado en la

1) 2)
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Krauss, J. kaj Meldau, H. (Wetter- und Meereskunde fŭr Seefahrer, Berlin.1931) 

b) Vertikala distribuo de la vento.

En la ventorapideco aŭ ventodirekto, la trombo havas tre komplikan strukturon. 

Unue mi prezentos tipajn skemojn pri la fludirekto.

(Krauss, J. kaj Meldau, H.)

Due, pri la ventorapideco mi montros unu ekzemplon pri Tornado observitan de

S-ro Bigelow, F. H. (M. W. R. Voi.31.1901.Q. J. R. M. S. Voi. 28.1902.) en Cottage

City, Usono,19. Aŭgusto. 1896.

Alteco super 
marnivelo 

(futoj) 

4200 

4193

Diametro 
de tubo 
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la trombo, S-ro

Radia rapido Rotacia Vertikala rapido
eksteren rapido supren
(mejloj) (meiloj) (meiloj)

一 — 一

7.0 14.1 0.04

1.0 .94.4 2.54

0.6 119.5 3.90

0.6 164.0 7.40

0.5 189.0 9.90

0.4 233.0 14.90

0.4 268.0 .19.80

0.3 284.0 22.20

0.3 300.0 24.70

0.3 328.0 29.60

0.3 333.0 29.70

0.3 354.0 34.60

Pri la distribuo de la atmosfera premo en Wegener, A. (Wind

〇

und Wasserhosen in Europa. Braunschweig.1917) kaj S-ro Letzmann, J. (Met. Ze让.Bd.

47.1930) traktis.

* ĝiro =獨樂狀旋囘，（新撰エス和辭典補遺にあり） 

** BS風新話
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Pri la u Originala Verkaron
W. Bailey. LK-ano

La Originala \rerkaro enhavas grandan amason da Zamenhofa materialo, kaj sekve gi 

estas tre valora por ĉiu Esperantisto, kiu volas fari diligentan esploron en la modela 

stilo de nia lingvo ； granda parto de tiu materialo ne estas oportune havebla aliloke; 

tiom pli bedaŭrinde estas, ke la volumo ne estas precize konforma al la tekstoj, kiujn 

gi pretendas prezenti. La plimulto el la diferencoj rezultas de eraroj en kopiado aŭ en 

kompostado, sed krom tio troviĝas arbitraj ŝanĝoj, faritaj de la redaktoro.

Supozeble &u rondirantano posedas ekzempleron de la Originala Verkaro; kaj por doni 

al Ĉiu posedanto okazon fari en sia ekzemplero ĝustigojn, jen mi faras serion da rimarkoj.

En tre granda nombro da lokoj tra la tuta libro la redaktoro faris interpunkciajn 

san女ojn, ne Renformajn al ia Zamenhofa sistemo. Unu el la plej facile rimarkeblaj estas 

la enmeto de komo antaŭ infinitivo (ekzemple antaŭ servi ĉe 91/15).

La stilo uzata de la redaktoro multe diferencas de la modela stilo de Zamenhof, sed 

mi pritraktas precipe la Zamenhofan materialon, ĉar kompreneble tio havas pli da 

intereso kaj utilec〇.

La numerojn de la linioj mi donas sur la bazo de plena paĝo, ekzemple p.19. 

Uzante paperan strion kun streketo por linio kaj kun numeroj kontraŭ la streketoj 

(5,10,15 k. c.) oni povas ŝpari tempon ĉe la kalkulad〇.

15/38. 1894 anst. 1890 iĝus kaj ricevus

18/11. tiun anst. tiu 25. 5 post kiam; noto malsupre: 5

18/27. forigu komon antaŭ kaj arkaika formo: kian

19/ 8. komo post publiko 34. forigu komon post laboro

20/18 longatempaj (kp. F. K. 245/2) 38. kiujn ili sendis;(la Germana sis-

21/11. ĉiu (for everybody) anst. ĉiuj (rid temo ofte kondukas al tiaj eraroj;

inda eraro;la sekvantaj vortoj en kelkaj troviĝas en F・ K.)

multenombro erarigis la redaktoron; 24/!〇. 2 post kiam; noto malsupre:'

kp. F. K. 245/36) arkaika formo: kian.

12. kun ia antst. kun la (F. K. 2461) 42・ mi ĝis hodiaii aŭdis aii legis》en

22/11. kiu anst. kiuj 26/19. je ia afero.

2〇. komo post kajero 2〇. " post ridinda anst. post nenio en

25. forigu komon 1.21

39. kaj plej certe 27/4, 38・ i post kiam; noto malsupre:

4〇. 2 post Kiam kaj 1 post tiam 1 arkaika formo : kian

23/1,2, 7, 8. 4 post tiani; noto malsupre: 6, 22, 36, 43. 2 post tiam; noto mal-

4 arkaika formo: tian supre : 2 arkaika formo : tian

7. iuta ne estas eraro; kp. 161/37 kaj 28/!〇. unu fojo

F. K. 291/29. 17.1 post neniam; noto malsupre:

11. dependos 1 arkaika formo： nenian・

18. neŝanceleblan; maturiĝus kaj fovi- 24・ 2 post tiam; noto malsupre:
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2 arkaika formo : tian 35.
■

plejmulto

29/31.u teksto.: ilian" kompreneble! Z・ 36. ĝis 39. Ĉ iu ... bona

ne obeis regulojn, arbitre faritajn 4〇. komo post persone

de aliaj personoj. Komo post lingvo 34/ 2. komo post signifon

41.redaktora noto diras " teksto: 6. kiujn anst・ kiun

kompotentaj tamen la fotografe 35/11. komo antaŭ kaj

produktita reeldono havas kompe- 33. plenan vortaron: arkaika

tentaj^ kiel ankaŭ originala ekzem・ formo : ĉian

piero, kiun mi antaŭ longa tempo 34. a teksto : ilia ” ； certe ; kial ne? mi

prunte ricevis de d-ro J・ C. 〇' 35. ĉion

Connor, kaj karbona kopio, kiun 4〇. "teksto : permesita "; kial ne ?

donis al mi s-ro J. M・ Warden. 41. la du nom让aj kopioj havas ŝajne

3〇; 9. kiel 36/1,2 t ute... klare

23.la du kopioj supre nomitaj havas 7 ĝis 9・ apud .. ekzistas

venis. 13. unu

33. forigu komon post publiko 16-17. Sed.. .francan

31/10. donos 16. "teksto: p stulata certe; kial ne?

16・ kaj... promeson.^ 23. devus

18. teorie 28. :anst.;

2〇. praktike 31. forigu komon

3〇. se la... nerekonebleco 32. persone

32. P 33. "teksto : oportuna "; certe; kial

34. teksto: malprudenta; certe; kial ne ?

ne ? 35. komo post lingvo; deprenas anst

35. teksto: ilian ; certe; kial ne ? deponas

37.la du kopioj nomitaj havas perdita 39. unu

4〇. lau... elektis 4〇. forigu komon antaŭ ke

42. tiu; en ĉiu okazo 42. necesa

32/ 6. aŭtoro 37/11. mi

29. kaj „ ia\nu ete. 12. povosj (ne povas)

34. esti anst. estis 16. sciu unu pri alia

36, 37, 38・ la signetoj devus esti verti 21. komo post kiuj

kalaj, ne oblikvaj. 41. personan

42. autore 38/ 1. forigu komon post kiuj

33/11. la anst. ia 9. tiaj

15. unua anst. unua 10. efektivaj

10. Ia du kopioj nom让aj havas tuta 15. tiuj ĉi

3316. forigu punkton post lernolibro 27. per anst. por

18. persona 29. malutilon

2〇. ĉiu el 31. utilon

26. plej granda parto 33. al la

28. ĝis 31.Se ia... plaĉo 34. literaturon

31.“ teksto: lia " ; certe ; kial ne ? 35. faktoj; signoj de viva

32. komo antaŭ ne. 37. en
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39/12. pli-malpli

18. mem

26. arkaika formo: ekzemplaron

32 ĝis 35. La... nomaroj

39. kial stranga ? akuzativo post sub

stantivo troviĝas almenaŭ dek- 

kvarloke en la 乙 verkoj. (D-ro D. 

ne enmetis rimarkon pri 95/28.) 

Vidu ankaŭ 65/21;501/14; F. K. 

198/29; 199/13;. 329/7

42. vortoj^ ĉar

40/17. atendemaj

31.fortoj. Ĉiu

43/2〇・ Por ke lingvo

44/32- k. t. p・(kaj tiel same en ĉiu loko, 

kie troviĝas ktp}

35. modelajn, devigajn (tamen tiuj 

eraroj troviĝas en la originalo; d-ro 

D. ne estas kulpa en tio)

47/32. esprimita -

48/ 9. respondanta

4〇. Jezo

41.k. t. A

49/24. vidu 245/2〇.

5〇/ 1.kiel eble plej zorge

36. forigu komon post Tamen

51/ 9・ okazoj

53/22. “ teksto : dezirata "; certe; kial 

ne ? j

54/34. tial anst. tiel

56/38. k. t. p.

57/40・ Mi ne kopiis por li tiun numeron, 

sed sendis al li kopion, kiun mi 

jam antaŭe faris, antaŭ ol mi aĉetis 

de s-ro H. T. Bailey en Londono 

la presitan kolekton. La kopio 

havas multe da substrekoj, kiujn 

mi faris por mia persona uzado; 

bedaŭrinde la redaktoro supozis, ke 

ili apartenas al la originalo. Sekve 

la paĝoj 73 ĝis 82 havas grandan 

kvanton da neĝusta presaĵo. Jen 

mi donas la bezonan ĝustigon: 

73/14. danke tiun ĉi mankon

22. realpeli

37・ mia

4〇. ni (anst. mt)

42. >> ”

43. mi

74. la unua paragrafo sen disa presado-

/32. specialan

40, 42. institucio

75/ 1. ”

8. funkciadon

25. institucio

31.ilian

35. kiom jodojn

4〇, kontrolo ; 41.kontroli

76/ 1.fiktivaj

9. primitivaj

16. grandoj

26. organizacio

37. fojojn

43. ĝiaj duloke

44. tuta ; danke la

77/ 1.leĝojn

78/29. lia (la noto 3 estas eraro)

79/1,6. skeptikuloj

13. akurate

22. paralela

27. paralele

32. blanketon

41. siatempe

8〇/ 4. pasiva ; aktiva

22. kontroli

23, 38. korekti

28. produktiva

33. fiaskon; kompromiti

81/39. speciale

82/ 3. Speciale

(La ceterajn ĝustigoj n por ĉi tiuj paĝoj 

mi donos 女ustaloke)

58/2〇. forigu komon ; noto 2 Nun (sendube 

intenca)

28. multaj amikoj en multaj lokoj

59/35. granda parto de {parto mankas 

ankaŭ en la originalo)

2〇. teksto: miay kredeble erara, ĉar
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en la linio 18 staras Ni. noto ::

legu " sed" anst a kvankam^ ; kvan-

kam •…sed estas ofte uzita de Z.

60/14. plaĉos

12. "teksto : iliajn "; certe ; kial ne ?

61/3〇. streko antaŭ kaj

31. deciditaj

32. forigu komon

62/ 6. devas

11. forigu komon post kutimon

17. ” streketon

34. Petersburg

63/ 4. i€ teksto: ilian r; certe, kial ne?

8. p ilian、ne iliajn

21. forigu komon

37. dirita

65/25. forigu komon post sufiĉe

26. ,, ,, ,,homan

42. V.126 anst. V.127

66/ 2. povos

17. komo antaŭ kaj

18. raportoj

35. publikigata

67/ 4. forigu komon antaŭ ĉiu

69/21, 29. Leopoldo

29. forigu komon antaŭ sinjoro

35. Volapukisto

36. energio kaj tre inuite

37, 3& forigu la enkrampajn vortojn

39. Volapuka; sentis anst. sendis.

4〇. estus

44. Sed ricevinte antaŭ 2 jaroj okaze la 

unuan libron

7〇/ 2. 54

3. forigu komon

5,14,16. tutmonda

7. al anst. pri; forigu tio

8. la unu

10. komo post timis; povas

11. devas

12. forigu komon antaŭ la; unu 

unua; la plej anst tre

anst.

15, 17. n Internacia "

16. povas ; forigu logike

17. forigu en

19. tetnpo facile povos esti bonigitaj 

2〇. ” lingvo de P mondo "

21. komo antaŭ ati

23. neebla

24. forigu komon post jam

26. 8

29. Volapukistoj ; forigu komon.

3& legadoj

49. , anst.;

71/ 1.pli „ plu

2. forigu komon

4・ „ V

6. jam anst. plu

8,10. ni anst. mi

9. legadoj

12. al ni antan kelkaj monatoj : ” mi estas

16. batalado

18. ・''ant. te.

19. uzi freŝan

2〇. la vintro

21. kaj frostoj

22, 24. povas

27. Via

Sendube d-ro Dietterle prenis la tekston 

el represaĵo, multe ŝanĝita de s-ro de 

Beaufront・ (Daŭrigo venos)

パンフレット

★衆議院議員並に衆議院議員候補者の 

エスペラントに關する意見

（四六判36頁）

一部2錢〒2"錢

★エスペラント

その槪要および學び方

（四六版16頁:）

一部1錢〒2錢

部數による割引は御問合せ下さい 

日本エスペラント學會



代理者(substitute) 

チーム(teana) 

主將cキャフ•テン) 

勝利

賞與

メタル

anstataŭanto 

teamo 

ĉefo, gvidanto 

venko 

premio 

medalo

2•陸上競技

(Atletiko)

a.トラック競技 

(Dromaj Konkuroj)
百米

二百米:

マラソン

五萬米ウォーク(walk)

ハ卜米八ードル

障害物競走

四百米リレー

トラック
ランニング・トラック 

シン ダーパス (cinder-path) 

インナ—•コース

アウトサイド・コ-ス

セノヾレート・コース

マーク(marks丿

チョーク・ライン(chalk line) 

アウター・エッヂ

100-metra kuro [vetkuro]

200-metra kuro [ ” J 

maratona kuro [ M 

KOLI-metra (vet)marŝo
80-metra hurdokuro 

obstakla kuro

400-metra stafeto

konkurejo, kurejo 

dromo 

kurejo, kurdromo 

cindra kurejo 

droma interno, interna dromo 

droma ekstero, ekstera dromo 

limdifinita kurejo 

signoj 

kreta linio [streko] 

ekstera eĝo

ヾ

脅

甜

»
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SPORTA TERMINARO

1・ー般用語

(Ĝeneralaj Terminoj)

和(英)

オリンビック疏技 (Olympic 

Games)

國際オリンビック春負會(inter

nationa! Olynipic Comm让tee; 

IOC)

各國オリンビック委貝會 (Na- 

tiona! 〇, C.)

組織委員會

聯盟

_般規約

アマチュアの定義

審判者

資格を認定す

資格なしと認定す

競,技

個人競走

團體競走(team competition)

豫選(heat)

準決腸戰(semi-final)

決粉戰

競技參加者

エ ス
Olimpiaj Ludoj

Internacia Olimpia Komitato

Nacia Olimpia Kom让ato

Organiza Komitato 

Federacio
Ĝeneralaj Reguloj

Difino de amatoro 

juĝisto 

kvalifiki 

malkvalifiki 

konkuro

individua konkuro 

teama konkuro 

antaŭa konkuro 

antaŭlasta konkuro 

lasta [又は fina] konkuro 

konkuranto, partoprenanto



タイム

タイム・キーピング

ストッフ・ ・ウォッチ

ジャンフ• （jump）

マラソン•コース

夕ーン

ターニング・ポスト

レフレッシュメント・コントロ 

ール

スタイル・オブ・ウォーキング

フォール•ウォーキング

リレー・レース

リレー•ティーム

オーダー・オブ•ランニング

リレー・ランナー

ファースト・ランナー

ラスト・ランナ・

チェンヂ（更代）

バトン -

フォールス・パッシング・オブ・ 

ノヾトン

ゾーン・ライン

パッシング・ゾーン

ジャンビング・イヴェント

（走）髙跳

ポール•ゲオールト

（走）巾跳

工段跳（佛:triple saut）

トライアル

tempo 

tempokalkulo 

haltigebla horloĝo, 

loĝo, stophorioĝo 

salto

maratona kurejo

(vojturno 

turnofosto 

refreŝigejo 

haltohor-

stilo de marŝo

erara marŝo 

stafeto

stafeta teamo

stafeta ordo 

stafetokuranto 

unua kuranto 

lasta kuranto

ŝanĝo, alternado; transdono 

bastono (stafeta)

erara transdono de bastono

alternejo, transdonejo 

transdona zono

salta konkuro, vetsaito 

altsalto (post alkuro) 

salto per stango

longsalto (post alkuro) 

triobla salto 

provo 
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インナー・エッヂ 

瞅ーム•ストレッチ 

バック・ストレッチ 

カーヴ 

ラッブ(lap) 

追ひ越す 

走者 

短距離走者 

長距離走& 

マラソン・ランナー 

パードラ- 

ウォーカー(walker) 

スターター(starter) 

スタータース・アシスタント 

タイムキーパー 

レ-ス 

スプリント(sprint) 

デッド・ヒート(dead heat)

タート 

才一ル 

夕 

夕

ーテ 

ーテ 

-ティ 

ーティ 

ーティ

ス

ス •スター 卜 

イ 

イ

フ

ス

ス 

スタ

スタ

ング・ステーション 

ング・ライン

ング・シ

ング•シ

ング•ナ

ヨット 

グナル 

ンパー

決勝點 

決勝練 

テーフ。

決勝點での寫眞

interna eĝo 

deira rekto 

alvena rekto 

kurbo 

rondo 

antaŭiĝi, superi 

kuranto 

malongdistanca kuranto 

longdistanca kuranto 

maraton(kur)isto 

hurdokuristo 

(vet)marŝisto 

startisto 

start(ist)a asistanto 

kronometristo 

vetkuro, konkuro 

kurego 

senrezulta vetkuro [konkuro] 

starto, ekkuro 

misstarto 

startejo 

starta linio 

start(ig)a pafo 

start(ig)a signalo 

starta numero 

celo, fino 

cela linio 

cela fosto 

cela rubando [fadeno] 

foto de alveno
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Lian idealan staton（Nirvanon） oni povas atingi 
per sindeteno aŭ kredo al absoluta dio Amido.

Post la morto de Ŝakamunio （£ 7 a.KJ lia religio 
Budaismo*  dum kelkaj jarcentoj disvastiĝis en Hin
dujo. Ĝi ankaŭ enkondukigis en Ĉi nuj on, Koreujon, 
Japanujon kaj Javo n. Budaismo sin dividis en du 
partiojn.

r Sin vekanta partio=kvieta mem 〇... kiel jana
I sekto
lSavesperanta partio = mova memo .. .kiel 

elizea sekto
En la mezepoko nova Bramanismo （nomata 

Hinduismo） levis sin; ĉar Budaismo estis egalismo 
kaj tio postulas egalrajtecon eĉ en politiko.

En la 11-a jarcento Mahometanismo envenis en

K
io

 

e
s

ta
s

* Pri Budaismo vi povas legi en esperantaj tradukoj jenaj: 

Budao, verkita de L. Narasu, tradukita de T. Takeuĉi, 

en kiu vi vidas Budaismon lumitan per moderna lumo.

La Sukhavativjuho C阿彌陀經），sankta skribo en san

skrito, tradukita de K. Nohara.

La Samanta Mukhaparivarto （普門吊》sankta skribo, 

tradukita de K. Nohara.

La dek Bildoj de Bovpaŝtado! tradukita de K・ Ŝiba- 
jama.

La Parabolo de la urbo magie farita （イ喩 岳）, 

tradukita de K. Nohara>

La Psalmo de Gusta Kredo （眞宗正佰偈），tradukita 

de D. Koono.
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Nuntempe okcidenta filozofio estis enkondukita 
en Cinujon kaj Konfuciismo fariĝis iom arkaika.

B・ Hinda Filozofio

Hinda popolo estas religia gento. En la primitiva 
tempo la hindoj adoras la naturon. Ciaj naturaj 
fenomenoj estis personaj dioj. Poste tiu politeismo 
ŝanĝiĝis en monoteismon. Tio estas nomata Bra
manismo.

Kune kun fluado cle V tempo tie naskiĝis filozofio.
Upaniŝada filozofio estas klarigo de Bramanismo; 

ĝi speciale klarigas realecon.
Sankja filozofio lerte klarigas varion de fenom

enoj. Vaiseska filosofio estas kompleta materiismo; 
ĝi alte taksas plezuron, speciale volupton.

Gotamo Ŝakamunio estas la plej granda filozofo 
kaj religiisto. Naskita nobelo, li studis ĉiujn filo
zofiojn de Bramanismo kaj planis ĝian reformadon.

Li predikis ke anoj de ĉiuj klasoj (kastoj) havas 
egalan rajton iri al Paradizo post la morto.

Li provis forigi dualismon de Bramanismo, kiu 
konsistis el dia memo kaj homa memo.

Li pensis ke la homa memo estas la fonto de 
ĉiuj fenomenoj.

(kvieta memo=nenio, nulo.
krnova memo=materio, fenomeno, mondo.
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Hindujon. En la 17-a jarcento Kristanismo ankaŭ 
estis importita tien.

Sed neniu fama filozofio sin trovas en Hindujo.

C・ Okcidenta Filozofio
1.Antikva epoko

Ĉina filozofio estas instrua, nobla, solena kaj 
poHtikd. Hinda filozofio prefere estas fabla, satira, 
metafora kaj konsoleme.

Okcidenta filozofio, kontraste al tiuj orientaj 
filozofioj, estas sinteza, analiza, delikata kaj scienca. 
Okcidenta filosofio povas marŝi paralele kun 
scienco, ĉi estas tre preciza kaj gusta. Nun
tempe penso de V tuta mondo estas sub la influo 
de okcidenta filozofio.

Sed Kristanismo havas nenian grava n filozofian 
principon. ,

La grekoj estis sciencemaj, (lozofaj kaj literatur- 
amaj. Ilia filozofio kome neigas je la sesa jarce nto 
antaŭ Kristo.

Sokrato diris al erarigajn rezonistojn ke la uni・ 
verso havas unu celon kaj nia ekkono estas prava. 
La erarigrezonistojn grekoj nomis u sofistoj/'

Demokrito estas aŭtoritata materiisto en greka 
filozofio. Li diris: u la homo estas unu peco de

一 8 一



materio ; materio ne havas idealon nek celon; 
plezuro estas nur la sola celo.

Platono estas la unua ideisto. Li pensis ke ĉiuj 
fenomenoj estas nur ombroj de reala esto.

Aristotelo (kiu mortis 322 a. K.) estas la plej 
granda filozofo en Grekujo. Li donis sistemon al 
ĉiu scienco.

2
6

 
(ー

ー
4

)

Li faris al la materiismo kaj ideismo harmonion. 
Laŭ lia principo la universo sin dividas en du 

flankojn:

Universo

Formo =spirito, dio
(spir ito)

Homo =homa animo 
Animalo = senta animo 
Planto = kreska animo 
Mineralo=senanima aĵo

Substanco
(materio)

Li kredis ke ĉiuj substancoj havas celon kaj 
animon, kaj ĉio estas sur la vojo al evoluo・ En 
etiko li alte taksis mezecon, moderecon kaj har- 
monion.

K

o-e
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Jesuo Kristo (mortis 31 p.K.) naskiĝis en Judujo. 
Li predikis ekziston kaj amon de Dio, pretendante 
ke li estas Savanto (Mesio). Fine li estis krucu
mita.

Kristanismo poste transiris al Romo kaj farigis 
la religio de F imperio.

En Roma epoko filozofio estis predikata pleje lau 
Aristotelo.
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Kristanismo, de origino, havas nenia n filozofian 
principon. Dio, dia amo, anĝeloj kaj mesio estas 
nur intuicio.

Mezepoka filozofio estis klarigo de Kristanismo.

2. Moderna epoko

De post la dekkvina jarcento en Eŭropo dis
volviĝis naturaj sciencoj kaj filozofio.

Emanuelo Kanto (germano, mortis 1804) estas la 
plej granda filozofo de V mederna epoko.

Li pensis pri la pravecon de ekkono. Li diris 
ke ĉiuj fenomenoj estas formoj de intuicio. Tempo 
kaj spaco estas apriora formo de intuicio.

Ni povas ekkoni fenomenon sed ne realan est
econ de u objekto mem・リ しi dividis la formojn de 
intuicio en 12 kategoriojn.

Intuicio (Apriora formo=zFempo, Spaco. 
Aposteriora formo=Ciuj fenomenoj.

La plej grava verko de Kanto estas " Kritiko de
Pura Racio：

Hegelo (germano, mortis 1831) estas ankaŭ 
granda filozofo.

Li staras sur la kampo de logika ideismo. Li 
pensis ke la universo rezultas el sinsekvo de 
logikaj disvolviĝoj de fenonmenoj — tezo, antitezo, 
sintezo. Logika disvolviĝo konsistas el kontrasto 
de ideoj. Unu alvokas alian.
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Laŭ lia skemo :
esto-----► neesto

l 
difinita esto

l
fenomenoj

Lia logika pensado estas korekta, sed Ia procedo 
estas neklara-

Post Hegelo ni plu ne trovas grandan filozofon.
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ROLAS

M EMBROJ

規定:国名のものは瑕とす。特に誌上匿名のものをのせち 

喝合もあみが本名のものに優先權を輿ふ

エス運動への希求

—オリムビックへの作腋—

v 中田太郎

呱々の聲を揚げたばかリの者がエス運動を 

云々するのは烏許の沙汰ではあるが.エス語 

に關心を持つほどの者が其宣傳に對する考へ 

をおろそかにすべきではない程の爭は承知し 

て居るのが巳然のエス•ペランチストたる資格 

條件の一つである——と云ふよりは寧ろ主要 

條件であるゐを思ふとき、ー介の雛つ子と雖 

も默!Eしては居られない。會誌と云ふ去力を 

初めて見たその九月號で、大谷正一氏の一文 

は驚異・敬嘆に値する金玉の文字であった。氏 

の如きは洵に「尺オは努力なリ」の格言・を其 

儘に現した人である。氏の如き精進の士によ 

ってなさるゝ火を吐く烈々の語が如何に我等 

を额犍警導するかは蓋し右難き存在であり至 

寶とすべきである。

氏の說論の中には空虛な論理と云ふものが 

ない。エス語の要値は趣味以上のものでなけ 

ればならない。趣味は實用に卽して湧いて來 

るに相違ない。私共が之の小さい日本内地に 

於てすら南北一堂に方言の儘に發語するのに 

逢ったならば夫れこそ思ひ半ばに過ぐるもの 

があらう。阑語統一の有難さで束西南北意思 

の疎通に何不自由を感じないのが太陽と空氣 

の有難さを意識しないのと同列であることは 

認識を新たにさせるべき大きな仕專である。

國際關低日にHに緊密の度を加へて來るに 

も不拘、外交家も科學者も菱術家も相俱に胸 

襟を開いて諸り台ふ事の出來ない不自由さと 

夫れから來る無際の不利益と不幸は、考へて 

みても恐ろしくもあり殘念なことである。

エス語は正に人類幸福への太陽である。そ 

の燦光に浴するものには歡越がある、一切の 

利便福祉が乘って來る。之れに對する烫谦運 

動に携はる者の使命は耳に竝大であり誠に愆 

義深い世界文化史への—投石である、文化へ 

の進軍は老若男女學不學^別ちなく勇ましく

も貴き聖戰である。そして我等エス鬪士/戰 

術は ・も實用、二も實用。新聞紙全頁連頁の 

廣吿による商品價値とは實質を罠にする。然 

し現今では「エス太陽」に對して霧が深すぎ 

る、密实續きである。風を送らねばならぬ。 

雲の切れ目と霽れ間をより多くせねばならぬ 

エス雰圍氣內の氣歷はエス慈光撤射わ爲めに 

は一切期ぬである节を要する。要之

1. 諸種の廣吿を貿寳に闊發に普編的に繼 

續する。

2. 講演、講習會等を諸所に開催する—— 

看板が目に留った丈けでも宣溥になる 

肥料にならなくても濕リにはなる（滋 

りがなければ作物は枯タEする、滋りの 

いらない雜草がはびこる）

3. 名士を運動に從はせること、實力充分 

（エス語の）の闘止の增成を目標にする

4. 突員、役員・幹部級の人達が、いつも 

發念當初の純眞の氣分でエス使徙たる

の念を忘れずに稿 されること 〇

5. エス運動のためには一切の私情、が 

ゝリを棄て、結果に於て善しと認めた 

事へは協力邁進して其成果を收めるこ 

とを忘れない。

更に申上げたいことは、來る四十年の衝動 

强き國際オリムビックに於て、我がエス誌の 

驚異的實用價値を宜揚することは劃期的な成 

果を收め得るものと信じられるが■我がJEI 

に於て阈際親善の實を擧げるために.招致案 

内に對し、彼方同種谢體をして此方の*在と  

國際親善連動への實際的進出を一般に宣布さ 

せ、今日より便宜供與導に關する實際遲動を 

尉知せ【ぬ讹き文信を惜しまぬことである。 

同時に前記エス蒲岡士の實力涵養には死力を 

以って當るべきで、四年後には世界絕對區勢 

軍を充實して、オリムビック招致の實に恥ぢ 

ない心掛を忘れたくないことである。私とし 

ては今日N以上言ふべき何物も持ち合せず甚 

だお恥かしいが、人谷正一氏の努力を終始の 

鏡としてエス世界に生きて行きたい第一・步の 

希望を述べさせて鐵いた。

〔學會事務部よリ;！

オリンビックへのはたらきかけ目下着々す 

、めてゐます。そ・中に迫々よいおしらせを 

えられるかと存じます。
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內外エス運動展望

IEし會館

舊UEAと袂別してロンドンで花々しく新 

しい活動を始めたInternacia Esperanto-Ligo 

は今度某氏の好意によりロンドンを西,匕にさ 

る三十杯のRickmansworth IC一つの建物を 

寄贈され之を事務所とすることになった。

去る12 fi12日午後ここで開所式が方は 

れ會頭L. Bastien氏も態々巴里から出掛け 

た。

IEしも新しく自分の家をもっことになっ

Tobias Sigel老の死

アメリカデトロイト市に丧くすまってゐた 

D-ro Tobias Sigel老は去る11 JJ 23 日に 

死去された。享年74歳。博士は1907年に 

エスペランチストになり1910年のワシント 

ンでの烦阈大种に出席後熱心にエス語の宣傳 

につとめられた。

古いみ會會員は本誌上に連載の小坂氏の滞 

米日記にこのジーゲル老の話が屢々出てきた 

ことを記憶するであらう。

今夏の萬國Ĥス大會

50週年を期して今夏ワルソーで開かれる薦 

阈大會は着々その準備をすすめてゐる。

4月12 — 18日 C本誌卷頭言をよめり

に協力せX !!!

てここにfirma baz 〇の下に祝褐された第一 

步を力づよお印した。IELのadresoは 

Heronsgate, Bickmansworth) (Herts.) Anglujo 

である。

「エスペラントを現代生活に」

の 際會議

5刃14 一17日

前號記載の上記國際會議/・ため制・料御所持 

の方々はド記宛材料を御送り下さい。C前號記 

爭御弦の上)。

Internacia Konferenco 11 Esperanto en la 

moderna vivo '； 34, Rue de Cĥabrol, Paris 

10。.

特に今年の大會は合言葉としてu Espe

ranto en Lernejon ! nをとりあげ各國で學校 

敎育にエス語を必修科とする樣連動をすると 

いふのである〇

ブラジノしのエス切手

昨秋のブラジルエス大會で記念切卩が出た 

ことは旣に前號本欄で報じたがその寫眞が 

「エスペラント」誌3月號の表紙に出てゐる。 

中央に星があってそのまはりに世界各國の旗 

旗も入ってゐる)がならべてちってその 

周りに NAŬA • BRAZILA • KONGRESO • 

DE • ESPERANTO • NOV •1936 ・ RIO •• 

DE・JANEIROと書かれてゐる。
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投稿注意:

1. 日本文にて•なろペくハガキで・迅速に・簡單；〇

2. 締切大蟹!前月18日（18 H以後到著のものもの色ら 

ことあり）。

3. 地方會誌を以て報道に代ふるをえず。

4. 轴淒は裏に必ず何の舸厦かといふ說明記人の弃.： 

赛共は返送せず黄料として保存す。

审一 一 ★學會監事堀眞道氏送别會ーー學會 
果小 監事又永らく T.E.K.の幹事として 

御盡力ドさいました堀氏は今度突然遠く寒國 

旭川へ轉任される事になりましたので2月 

17日午後6時より本鄕一丁目徳:停前森永で 

送別窃を開催致しきした。大井學氏を始め守 

隨、馬場・佐々城の諸氏等占い同志が出席し堀 

氏を圍み限りなき別れを惜しんだ。旭川は今 

夏第6河北海逍大會の開催地であり同氏を迎 

えての北阈エス運動に榮光あらん事を祈る。

★ Fronto-Rondo 每囘多數の新顏も見え仲 

々愉快である〇每週火曜19-21時本鄕1丁目 

置停前森永寶店階上C責任者根本）。

★ ロンド、ハルモニーア——大きな期待を以 

て練習を開始した私逹の混聲合唱團”Rondo 

Harmcnia € •はその後毎囘愉快な合唱をつヾ 

けてをります。それに現代日木音樂の作曲に 

專心されてる若きエスベランチスト小島和夫 

君がピアノ伴奏を引き受けて下さいましたの 

で私達一同は思はぬ悅びに浸ってをります。

同志の紹介でne・espenintistoも數名參加さ 

れ歌ってゐるうちにエス語の歌詩の美しさに 

魅せられエス語學習を始めてゐます。嬉しい 

ことです。每囘練習の蒔にエス語のparoloに 

親しめるやうな雰圍氣を作りエスペラントの 

恩惠を一人でも多くの人におわかちするやう 

皆で努力してます。

合唱の練習は和聲の基本練習とConconeを 

始めに30分程やりあと歌曲を混聲4部でや 

ってゐます。易しいものを皆で面白く氣持ち 

よく歌ひ合せるのをモットーとしてゐます。

今の所メムバーは20人程です。尙入會は 

隨時出來ますから.いつでも女聲男聲を問は 

ず御參加下さい。双手を擧げて歡迎します。 

◊練習は每土曜18-20時で銀座5-3小野ビ 

アノ店三階スタヂ才です。

◊申込は:東京市本所區平川橋5-3安井義 

雄方ロンド・ハルモニーア

◊會費は月額¥ .50 （前納）

★マルシ• ーダ、グルーポ——從來マルシャ 

一ダ、クンシードで知られてゐたが、金・の公 

式名稱はマルシャーダグルーポを用ふ。

12 JJ15日丸の內鐵道クラフ•のザ祭に會員 

3名出席。12月19日を最後として學年試驗 

の爲4月迄目下kutima kunsidoなし〇陽春 

の頃上り社會的に働きかけるべく計畫中。尙 

會の用書はPuŝkinのTri Noveloj を終っ 

て、 Kalocsay の し:ngvo, Stilo, Formo に入 

ってゐる。

此の間、東大經濟學部其の他の學生數名に 

對し、本グルーポ＜本鄕、淼川町115昭和 

館）にて數囘初等講習實施したが.學年試驗 

期切迫其の他で、時間に餘裕なく、師期の効 

果をあげ得ず・4月から出なほす。用書は1■短 

講」を使った。

評議員扇 去る1月31ロの理事・評議員會 

に於て評議員は每月第3月曜日に科例會を開 

きMつ每週月曜日は學會に參集する事に申台 

せました。

★糜應エスペラント會——今春目出度く卒業 

の榮を擔はれる醫學部學生三宅安三郞.瀧口 

正兩君の爲め三田.II吉エス會聯合にて去る 

2月10 F!午後6時30分より□比谷美松階ヒ 

に於て心ばかりの送別會を催した。參加者15 

名ゝ九時散會、盛會であった。

Ljj： ... ★橫濱エス協葩——每木曜夜7時よ 
恆涣 り住吉町メッセンヂヤrボーイ事務 

所內クラブ室にて。7時牛から約1叮間宛 

每囘中等讀本の輸讀、後は會話、歌の紳習を 

行ってゐる。2月中に讀了して3月から新 

しい硏究を行ふ徐定。出席者は1〇笛位。古 

いS-anojの韻が見えぬのは淋しい。

★YMCA-（irupo——每火金午後7時よりYMC 

Aのクラブ室で硏究會を開いてゐる。

.［十 ★Vendreda Kunsido 每金1® 19 時 
ィ山挙 半から21時まで.明泊製菓二階で 

最近は出席者每囘4, 5名。

★“Vivo de Zam.n研究會——1月24 H第 

1囘、2月7日第2囘の會合を持った。隔 

週口曜13時半から和谷で、島貫淸子、大泉 

ハ郞兩氏指導。 /

★籃學部エス會ーー參加者5,6名、每木礙、 

ザメンホフ讀本の輪讀を續けてゐる。

主杏 ★靑森エス會——月例會も會場に立 
円杯看板だけで積帧的に呼び掛けなかっ 

た、集る者15名。參會總延人員13?名。少 

し宛滅って行く。雪溶ける頃には此の不安も
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吹つ飛ばうに----〇 Abocanojの加入に繼ぐ

malnoヾulojの倦怠〇こゝのエス會合にはエス 

語が珍らしいと云ふ始末。勇氣と力が要る。 

集る者だけが年頭に決定されたjarplanoを果 

すのみ〇

讪川 ★旭川エス會——1月16日第6囘
, 北海逍エス大會準備委員會を會授宅 

にて開く。 •，

久:會期日8 B ?日（土人8

準備•委員長、武田威勢・總務部、部長C兼1武 

田、部員、池田、工藤、盆子原。會計部、部 

長、川名、部員、藤田。敎育部、松原、部員 

高宮ヽ安達。通信部、部長、當摩、部員、菅 

原、竹吉ゝ坂內。事務所旭川市一條通七丁目 

木津義雄方（前囘報吿の兪話會名稱を「ノル 

ダ•クンシード」と變更致します入

冬产 ★擧食帶廣支部ーー愈々融雪期も近 
お犬かづいたので積極的に働く事になり 

規則的に會長宅に會合を持つ事になった。

★東北エス會一橋谷田眼科階上に於て開催 

して居た本會主催の初零講習は大成裡に終り 

近く引續き中等講習をやる筈である。なほ本 

年は色々な催しをすべく計畫中でちる。
-.C ；- > > 社—• •

, 東北エス會講習會

右より星、藤田、岩井、阿部、池田講師、 

鷹谷、犬關、脇坂の諸氏

, 蠟南エス會ーー1月2?日富山縣婦
阳 山 負郡ハ尾町附近の同志相集り婦南工 

スペラント會を創立した。目下會員7名、每 

週土曜日19時より杉原村岩杉正一氏宅にて 

硏究會を開催、各地同志の御援助を希望致し 

ます。

隸 靜岡綠县俱樂部——1月は葵文庫の
酥网都合で硏究會は績冇できなかった。

2月は乙組だけを梅星町文易堂文具店の二階 

で同主人飯塚氏（梶氏在靜當時同氏の講習を 

受けH下冬眠中の人）の好意により、無料開 

放をうけ第1土曜より臨時會場に決定。指導 

者飯塚傅太郎氏不在中に付桝野助治郎氏代理 

指導。中級組の會場を每週土曜19時上り高 

橋邦太郎氏宅に決定せしも同氏病氣のため目 

下開講未定。しかし3月よりは葵文庫にて每 

週開催確定。1月15 H市公會堂地下食堂にて 

19時より月例會開催。出席ヽ高橋、飯塚、 

坂本、岡部、平瀨、マスノ他14名。會我20 

錢。學會文部設立の件次囘持越となる。其他 

amuzaĵo.

◊中級部研究會、每土璀19峙より高橋邦太 

郞氏ビにて2月中だけ開催の筈なりしも先生 

御病氣のため來る第3木曜より杉本良氏宅に 

て開くことに決定。

◊初級部硏究會、每士曜19時より梅屋町文 

扇堂書店にて.第1土!®出席8名。講帥桝 

野助治郞氏、エス讀本にて講讀ゝ書取、會話. 

21時半散會。第2 土!®出席4名、講帥平瀨 

定知氏。

◊月例會、15日19時より市公會堂地下食堂 

會費20錢、出席11名C杉本良、坂本義作 

富永齊、マスノ其他）髙橋邦太郞氏病氣缺席 

飯塚像太郎、平瀨定知氏爭故缺席・決議事項 

1.學會靜岡支部設立に付出席全員の署名を受 

< .2.支部及俱樂部の規約制定.3.支部に關 

する一切の事務をマスノ氏に委矚但暫定的な 

リ.4.月例會に靜岡年中行事のエス文を各自 

持ち寄り、將來靜岡案内記作成の下準備とす。 

次囘會台出題「三月の靜岡」。5.學會々員增 

加運動に參加。その他當會員に學會の歷史や 

仕事のことに付て知らせ學會支持の氣持を强 

からしめんためRO所載の岡本氏の「學會第 

一主義を持して」を讀み上げる。これは司 

會者個人の提案に全員賛成した上のことでも 

る。なほ支部會員は20名を獲得する見込ち 

り〇靜岡綠星俱樂部のkonstanta kunvenejo 

は每卩15日市公會堂地下食堂・毎週木曜葵 

文庫共に19時より。

幺一一厂-★名古屋に開かれる太平洋硏究會 
る口淫に參與方各方面に御送した處イタ 

リー前相ムッソリニー氏、ウィン市長スミス 

氏等よりエス文の鄭重な挨拶狀が來た。

名古屋のエス語普及運動を助けて居てくれ 

たヨセフ•マヨール氏は2月12ロ神戶發上 

海へ去られた。

★名古屋エス會•ルーマ•クンシード合併祝賀 

倉並名古屋单會名古屋支の都設立決！# ― 2 

月10日午後6時第iホテルにて名古屋ルーマ、 

エスペランタ.クンシド及名古屋エスベラン
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ト會の創立滿5周年祝賀僉を合同にて擧行す。

6時30分尾崎氏司會のもとに先づ祝賀會 

に移り、晚餐ゝ各會の總會、N.E.S.の竹中氏 

立ち次でN.L.EK.の林氏の報吿を終へ來賓 

代表水野淳二氏の御挨拶池H!氏の答辭後直ち 

に學會支部設立の議事に入り由比氏の說明後 

討論.滿場一致にて設工を要望右學會へ申請 

すべく委員附託。席卜.直ちに發起人の連署を 

求む。

餘興に移リ竹中、林その他エス歌あまたに 

て興您のさめやらぬ內にエスペー ロ、タギー 

ヨ. 君が代台唱、1〇時盛會裡に散會す。 

★名古屋エス倉——2乃から木曜のジャウダ 

クルソを止め月«HIの輪讚會に合併し「東洋 

の狹血兒」を議む。會場わ從前通中甌鐵砲町 

2 丁目白木氏方・最近の出席者わ每㈣1〇名 

内外。 .:： ，• •

込タ ★桑名エス购——◊例會一每月1,
が笛 3H曜五井病院にて活潑に行はれ、11

f}!日1〇名。□月8日名古屋エス會の由比、 

竹中、山崎氏等を迎え會員9名出席。愉快な 

一席を過す。12月6 [| 4名。1月17日北 

勢エス聯盟總會をひらき規約を制定し役員を 

選擧し記念撮影の後懇談伶にいりゝ活潑な討 

議が行はれた。四日市より6名.桑名より 

13名出席。2月7 口 9名。松岡君、「音樂 

と生活」、吉岡君、「Vila Mano」、paroladoj次 

で活潑な討論が行はれ非常な盛會であった。 

尙今後とも每囘責任者をえらんでEspで演 

読、後それについて討論することになった。

◊ザ祭12月3日旭食堂にてKEKUIEし合 

同にて開催。四日市より2名、桑名より13 

名出席。各ロンド報吿ゝ自已紹介、福田君、 

「ザメンホ祭の意義と歷史」の演說ゝ種々餘興 

に立派なお祭だった。

◊輪讀會.テキスト、スラヴ篇、10月21日 

2名、25日4名、11月4日3名、15日 

5名、22日2名。29日5名、1月24日 

3名.2月14日2名、色々な都合で活潑で 

なく、打開第が考えらている。

◊ヴィリーナR・未だ生れたばかり・小さな 

ものだが每週日!®午後1時より,A1Torento, 

をテキストとして輪讀會をしている。每囘出 

席2, 3名で現在わ五井氏の指導をうけてい 

る。（:ウ♦イイリーナ•ロンドに對する通信もす 

べて三盛縣桑名郡桑部加嚴宛にて願ます） 

〇初等講習會、11月一杯、18日間開かれた 

が好・成績を得ることが出來なかった。最後ま 

で殘った新しい人は3,4人といふみじめさ。 

然し來る4月再び初等、屮等の講習會をひら

く筈。講習禽刀指導力法等につき種々討論を 

希望しますC宛名は加藤へ）

◊機關誌、囘覽雜誌HEし及びしa Pramo 

わ每月出され、大きな役割を果しているc 3 

月中句これら囘覽誌中より編輯したHEL第 

二號（仝エス文1〇〇頁以上）が出る豫定.各 

地方會と交換希望二希望の會わ加藤まで一報 

ドさいInformiloとして、Nia Pasoが毎ĵ] 

出ている、各地方會からの投稿を希望します。 

每月8貞位J

曲来 ★綠星初一エスペラント印制出版 
然か 組合,,綠星社''创立一文献擴充を 

第一 H的とせる Presa kaj Eldona Kooper

ativo Esperantista （略稱 PEKE）拜Verda 

Stelo0を創立した。この組合はエスペランチ 

ストの出赛金（一口五!01。目下組合員募集中 

趣意書、規約巾込次第送呈うを以て一般印刷 

膏業を右ひ、その純益をもって年一册以上學 

會推薦の重要著作を全然採算を度外視して出 

版しようと莒・ふ趣向である。組合員は配篡の 

外、出版圖書を無料乂は實費で、印刷料を割 

引して貰へら。開業は3月1日。著作出版 

希望者は學會の推廳を求められたし。班務所 

は熊本縣宇土町門内市原耿路方。

宮崎
次官崎エス倉——最近二人の同志を 

滿洲へ送った〇 一人はF-ino Kikuci

がS・ino Jocumotoとなって四平街へ、一人

はS-ro K aŭ anoがハルビンへ〇菊池孃の送 

别會（寫眞參照）は1月13日・川野氏の送 

別會（寫直參照・）は2月4日ヽ郡司邸に於 

て開催した。

宮崎エス會の菊池孃送別會

右より〔舸列]本鄕、郡司夫人、杉田孃、 

菊池讓ゝ杉!11«.崎村、〔後列〕瑛九、福 

Hk占田・寺澤、杉田、山下、渡部、川 

野、大坪の諸氏
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宮崎エス會の川野氏送別會 

右より〔前列〕渡部、川野、本鄕、〔後 

列〕福｝H、瑛九、杉田、古田、崎村、杉 

田嬢、寺澤の諸氏

Nia UaejoことS-ro Ŭatanabeが三國なら 

ぬ、IES —の花婿となってFraŭlojを羨しが 

らせてゐる。やがて新家庭の苛み一段落つけ 

ばVerda Hejmoが彌菜えるであらうと期待 

されてゐる。例會では每適火曜夜7時より8 

時まで初等に「イワンの馬鹿」をやり8時よ 

リ研究に「ザ博士の演說集」の通譯練習をや 

ってゐる。

鐵•道•と・エ•ス

東京 中等講習繼仗中、講師田中信之氏、 

受講者の出席率は餘りよ力、らず。木BS硏究 

會出席者少數乍ら績開、用書!nte rompita 

kanto. Nova Kun ido新宿のこの・？?■話會も冬 

枯れ狀態.併し舊顔が再び活動を始めた樣だ 

からそのうちに販かtこならう。

札幌 新年初顏台會を1乃8日開き次の如 

き方針を決定した。

1.講習會 昨年末の初等講習會に引續い 

てエスベラント擔本に上り每遍火僉 

の2囘開く、講師として後藤、小淼 

の兩氏その任に當る。

1. 綸裁會 咋年輪講中interrompiされ 

た La interrompita kanto を再び木 

曜に開く 〇

1.會盘會月、水、木、金の每畫休みを 

利用して應接宇に於て會話の練習を 

する。
札幌エス會との合同主催の會話會の日取を次 

の通り變更、每月第ニ・四金曜、c場所は前と 

同じく明治喫茶店二階。）

室蘭講習會を舫年に引續き1月14日よ 

り捷徑を用書として聞いてゐる。講師三崎氏、 

受講者は少數午ら講師と共に熱があり有望で 

ある。

旭川 北海道大會準備に着手.全會員の活 

動に俟つ、會話會、每週月曜午後7時よリコ 

ロンビヤ啖茶店階上に開くことに決定、 

Norda kunsidoと名付けた。講習會2月4 

日より2ヶ月間の豫家で開くことに決定、满 

師菅原鐵雄氏。

京城第2囘初等講習會1月1S日より 

向ふ8週間、毎週月、水、金、退龜後約1咤 

間半、講師大山氏、第1囘中尊講習會1月 

19日より向ふ8週間、遍2囘火木退廳後1峙 

間半、矢応氏指導してイソップを讀む。

各地報道追加

（2月1S日以後着到分）

東尿
★淺草エス曲——本會■創立滿一周年 

を迎へ2月19日午後7時より例會

場にてその記念茶話會を開催した。出席者2〇

名.多羅尾、原田兩氏の記念講演その他會貝 

のSalutoj記念撮影等早春のータを賑かな交 

歡に送る。
;<v. „ ★盛岡エス倉 第156囘例會、1月
矗岡13日、出席6名。本年最初の转合と

て・例年の如く、井川先生からお正从の御馳 

走を厲き一同恐縮。女師校の松木先生上り月 

末同校內に於てエス語講演會開催の計畫を伺 

ひ一同祝盃を擧ぐ。第157囘例會、1月20日、 

第V8囘例會、1“ 27 H、第159何例會、2 

月3日、第160囘例會、2月10日、第161囘 

例會c 2月17日、每囘出席3-4名。Japanujo 

Hodiaŭ の輪i3（と Korespondaĵoj の整理。女

師校に於ける講演會の日時が3月に延引され 

たので其時の參考資料にもと、切丁、縮菜書、 

各國案内誌など例會の餘暇を利用して整理。 

今年度より岩手!1報の「異國便り」は「エス 

語通信柱界風俗誌」と改名され責任匣大とな

弘前
★弘前エスĈ——每週木曜の輪講例 

會を今废から第1第3土險夜6時半

からに變更したザ讀本第二卷ゝ集まるもの每

囘6-7人冬にもめげず相當元氣であるぼつか 

リと新顏が見えたリもする。同志よ暇をつく

って來てくれ! C新寺町正蓮寺にて）

仆★松代エス會——2月口日第1囘例 
栓Tゝ 會を栗林會艮宅にe開く・カルタや 

隱し藝をやって仲々愉快であった。溝冒日を 

次の如く決定した。初等科、月、木、中等科、
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火金、會話會火・毎汕19-21,會長宅にて• 2 

月27, 28兩日地藏峠スギ-場へえキー行をす 

亭に決定した。

..,3 ★札幌エス會——每週水曜日19-21 
札观 時例會、用書ザ讀本卷一、會場北二西 

十四凤瀨正菜方。〇1月20ロ、27日・2月3日・ 

10日、17日、例會開催。內外の會員白魔を 

衝いて集合する。每囘1〇名內外出席、2月17 

日現金ザ讀本"Revizoron終了。〇2月6日 

相澤氏小樽訪問、福田、髙橋兩氏と會談。

★札悔歯館會一每月第2,第4金曜日狸小 

路明治製菓翌上に開催、札幌エス會、札鐵工 

ス會ヽ會員每囘7-8名出席。〇1月22日7名。 

〇2月12日、8名、小梅から福田氏出席龍辯 

の模範を示す。

.Gr ★大阪エス會——例會は朦吿の通り 
人馭 行はれた。池川氏Q話は都合で延 

期。4月に大々的に展覽倖をやる豫定で世界 

各國から材料を集める爲、各Landaj Asocioj 

に交換の提案をした。

OES例會豫吿——每週火曜午後7時から 

東市民館く谷町4丁目）で例會、北歐篇研究。第 

3火曜はTrapezoで會話會。例會特別講演: 

3月2日東市民館長福井宗二郞氏C大阪の社 

會施設）、3月23日宮川省三氏Cバリでの工 

スペラント生活）。總會:3月12日。

Komuna Vespermanĝo 豫吿〇 3 月12 H 

午後6時野村ビル如水僉食堂。講演:池川淸 

氏（歐米エスペラント行脚）。OES總會。タ 

食代60錢。

ANONCETO
綠化組報吿 葛西Ĉ靑森）、竹中（名古屋）ゝ 

阿部C大阪）、本田（熊本）、諸氏近況御知ら 

せ下さい。C原田:）
渡韶秀男C東京Ĵ紹介新學會員ーー笹原茂三 

郞氏、鈴木辰男氏

原田二馬C東京）紹介新學會員——佐野孝氏 

金澤烈氏、玉川勝太郞氏

AL ĈIUJ NI PETAS!
淺草エス會調査部

「エス姿習動機に關する調査」——右調査に 

就ては目下銳意努力中ですが未だ各地よりの 

囘答が揃はぬため具體的發表が出來かねて居 

ります。再三御願ひ申してありますが御記入 

濟みの調査用紙は至急に所屬わ地方會、或は 

學會宛御送附下さい。尙用紙不足は御申越次 

第直ちにお送り致します。C宛名學會內渡部）

新聞雜誌とエス

★靜岡民友新聞（1月26 2月2, 9门）

—— 日米女子親善に使して----磯部幸子孃。

★岩手日報（1月33 H）——山の無い國です 

―安本靜江嬢譯。Q月31B）ーーナチス獨 

逸と親密——安本靜江孃課。

★北陸日日新聞（1月 22,26,27,28,29,30 H ） 

----エスベラントは最も優れた國際語である 

か——岡本好次氏。

★匝人道Cl月30日434號）一國語より工 

ス語を。

★東京日日新需C12月1ロニュース籬）—— 

エスペラントのガイド〇

★大阪朝日新聞（1月19日和歌山版）——新 

興ナチの國から日の丸を送ってネ、エス語が 

結ぶ親善の手紙〔記事）。

★岩手日報Cl月17 H）——異國の旅の想ひ 

出話ーー岩手醫專敎授金野騒博士の談話記开 

の中でエス語に觸れてゐる〇

★北國夕刊新聞Cl月26FDーーエスペラチ 

ストよ御交際を願ます。

★函館の靑年C23號）----enhavoにエス話

を使用してゐる。

・交通評論（2月號14卷2號'）——汽車今 

昔物話ーー小坂狷二氏。

★愛媛支會fR Cl月號）一希票する者エス 

ペランI-----村上松行氏。

★無線通信（2 U號）ーーエスペラントの頁。 

★生活學校（從前よりLa Vivada Lernejo 

なるsubtitoloを入れてゐる）2 Jj號——表紙 

にザ博士の肖像を入れ詳しい紹介言已事あり〇

地方會機關誌その他

★La Fenikso （旭川'）く7號）8頁、第6囘北 

海道エスベラント大會灌備記爭。

★La Fervojisto （東京）（63號）菊判20頁オ 

リンピックと觀光事業 誠氏〇 Dii mal

novaj rakontetoj C萬澤）〇

★Forta Voko C北陸エス聯盟"15號）34號。 

flo, kiel mi estas felica （角尾）、Mirakla 

statuo de Avalokiteŝvaro （矢德）、Ŝerco al 

granda humoristo （菅野）、Historieto de la 

japana Kino C野村）、Riutoŭin kaj Ŝirara （渡 

部）。

★fee （東京）C12號）16頁機關誌FER 

休刊に就て。

★Nia Paso C北勢エス聯盟）く2月號）聯盟 

總會報吿記。
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エスベラント運動後援會報吿（8）
2月13 ロ（土）午後6.30-9.00第8囘幹事會。 

出席、小坂、三石、伊藤（己）.大木、原田、 

渡部、久保ゝ學命事務部上り岡本•三宅・兩 

氏。

報 告

〔支出〕

2/5現代廣吿料Cl月號） 31.25

„文藝春秋廣吿料C!月號） 17.00

2.6 全國亟要圖書館へエスペラント

圖書寄贈（50ヶ所） 44.50

〔事項〕 ，

クララ會が仝國亟耍圖弁館にエス語圖書寄贈 

の仕事を手助ふ。

先月の報吿で御承知のやうに、エスペラン 

トの名前を知ってはゐるが、積極的に之を學・ 

ばうといふ氣持を起す機會がない人々がH本 

全國には可成澤山ゐることと思はれる。そう 

いふ人逹が、圖書館で偶然エスペラントの本 

を見て急に思ひ起つことを期待してヽ各地の 

圖書館にエス語圖書を寄贈することになっ 

た。幹事會の決定後、直ちに實彳了に着手すべ 

きであったが、生憎女茅務員加世氏が欠勤中 

であったため、涉らずにをった。ところが、 

東京、婦人エスペラント團體であるクララ會 

の方でも同樣の計畫を平行的に建ててゐたの 

で、後按會の發送の仕爭をやって頂くことを 

お願ひしたところヽ快諾があり、下記のやうに 

非常に手早く實現されるに至った。後援令と 

しても.同伶ら人々に课く感謝致したい。

★日本中何處の圖書館に行ってもエスペラン 

卜の本の無い所はないようにとは、かねての 

私達の希望。丁度エスペラン!•後援會が此問 

題を吹り上げて實行なさる由を徇ひゝ早速ク 

ララ會の二三の有志を動員し2リ6日午後學會 

に御手傳に參上、50圓の豫算で各府縣道廳の 

中央圖書館丘十館C別項記載）へ「エスペラン

ト捷徑」「愛の人ザメンホフ」「國語の擁護を 

論じて國際語に及ぶ」及昨年度の「エスペヲ

ント誌Iを寄贈した。

寄贈先圖書館名

北海道BSiC札幌市）、靑森縣立C靑森が）• 

岩手縣立（盛岡市れ宮城縣立C仙毫市）、秋 

田縣立（秋田市人山形縣立C山形市）、福必 

縣立（福岛市）.茨城縣立C水戶市:）・埼玉縣

立（浦和市）、千葉縣立C千葉市）・新潟縣立 

（新潟市）.石川縣立（金澤市）、山梨縣立 

C甲府市）、縣立長野C長野市）、岐皐縣立

（岐阜市）、縣立葵文庫C靜岡市）、京都府立

（京都市人大阪府立C大阪市）、奈良縣立

C奈良市）、和歌山縣立C和歌山市）、烏取縣 

立C鳥取市）、岡山縣立〔岡山市）、山口縣立 

く山口市）•山口縣立（萩市）、徳必縣立光跪 

C徳島市'）、香川縣立（高松市）、愛媛縣立 

C松山市）、高知縣立C鬲知市）、福岡縣立 

csa岡市）.縣立佐賀（佐賀市）.長崎縣立 

C長崎市）・熊本縣立（熊本市）、熊本縣立淸 

浦文來民町）、大分縣立C大分市）、宮崎 

縣立（宮崎市人 同都城〔都城市）.同延岡 

（延岡市）・鹿兒必立縣C鹿兒必市う、沖繩縣

立C那翱市）、市立小樽、市立画館、室蘭市、 

富山市立、朝鮮總怪府立C京城府）、京城府 

立C京城府人京城府立鐘路分館ゝ平壤府立 

（平壤府）、纂灣總督府〔臺北币）、誉中州立 

C臺中市）・臺南〈蟄南市）、樺太敎疔會附屬 

C豐原町）〔以上圖書館名は「圖誉館」の三 

字省略〕Cクララ會碧川澄）

尙上の仕事に携ったのはクララ會ゝ井田干 

枝、碧川澄、栗山五百枝の三氏、後援會原田. 

久保で、學會よリ岡本・三宅兩氏の協力を得 

た。

エスペラント週間
4 H12日一18 IIをエスペラント週間とし
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て、ザメンホフの永眠の14日をはさんで、仝 

國的に一齊に、エスペラント運動に活氣を入 

れることFこなったことは、前號で御報吿の通 

り。（その計畫等に就いては、卷頭論文を御覽 

下さい。）後援會としてエスペラント週間にも 

用ゐられĤ.本年はエスペラント發表50周年 

であるから、今年度中いつでも使用出來るポ 

スタ•・を作製 目下準備中）するために豫算を 

1〇圓計上した。

文雉家への問合せ
質問書の手紙も印刷されたので、近日中・ 

渡邊幹事の手によって、約300人程に發送さ 

れる筈〇

代遵土パンフレットを會員へ配布
昨年作製された「衆議院議貝のエスはに關 

する意見」の小册子は、會貝へ配布すべきとこ 

ろ、延引してをったが、最近再版が出來上っ 

たので、後援會會員に發送した。ne・€speninレ 

istojを啓蒙するには、實に有力な村料である 

から大いに御利用下さい。

貴族院議員へ問合せ
代議士問合せは、非常な好評で、永田秀次 

郎氏の「我國民の世界的地位」と共に・各方 

面に5E布されてをるが♦更に、贵族院へも働 

きかけることに決定。これは學會の名で、代 

議士に送ったのと冋樣の質問書を發すること 

になった。その結果は期待されたい。

侖計からのお願ひ
後援會に寄附御中込みの會員で、未だ會費 

を御送り下さらない方に、3月末日が、昭和 

11年度命計年度末になります故、御拂込み下 

さるよう御願ひ申上げます。

新幹事 •
新しく松本健一氏及久留幸男氏（•東大醫學 

部在學）が幹專として決定された。

拂込濟會費合計 !,544.31 fti

——Feb.15久保記——

エスペラント週間4月!2 — 18

エス語で及びエス語についてのラヂオ放送一覽表追加

•飢號に發表のものゝ追加及正誤

★49頁（5頁）右欄第2行目を除く。

★49頁C5頁）右欄24行遠藤は遠藤の誤。

★ 1925 年10 月17 0.19 時一19 時半、 

JOCK,倉地治夫氏、pri Esp.

★1927年4月14日、JOCK,吉井艮成氏、 

pri Esp・

★1928年1月9日18時45分一19時23 

分、JOCK,倉地治夫氏、pri Esp.

★ 1928 年1月10 B 18 時 45 分一19 時15 

分、JOCK,倉地治夫氏ヽpri Esp.（前日の續 

講）（注意!928年1月10日（？）の項は削除う。

★1932 年 5 月 2 日 CIO 日?：）ゝ JOHK, J. 

Major 氏、en Esp.

★ 1932 年12 月12 日、JFAK, J. Major 氏・ 

en Esp.

★1935年9月22日、JOCK,笫23囘日本 

エス大會プログラ-モ及決議事項に關しニュ 

ースとLて放送。

★1935 年12 月14 H 17 時 35—18 時、J

OHK,菊.攀季生氏、pri Esp, Esp. kanto.

お願ひ前號一登表中の誤り及脫落おしら

せ下さい。 時訂正しますから。
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財團法人日木エスペラント學會

會 計 報 吿

（昭和十一年十二月末日現在）1936

〔A〕財團法人基金會計
基金總額..................... 17,344.32

前年度末現在................. 16,896.18

本年度增加額....................448.14

内 譯

Cイ）永代基金總計.............13,044.32

前年度末現在.............12,596.18

本年度寄附金................ 20.00

同預金利息……:..........428.14

保管處置

三井信託預金C大石）...... 11,026.55

住友銀行預金C大井）...... 1,648.51

安lii貯蒂預金C三石;）............... 369.26

計 13,044.32

〇か常用基金總計（曲減ナシ）…4,300.00 

保管處淞

昭和七年理事會ノ承認ヲ総テ全額本 

會事務所建築費ノー部ニ利用

CBĴ維持員負擔會計

★收入★
普通維持員會寶............... 1,617.71

正維持員會费.................. 1,793.18

賛助維持員會費.............. 157.0〇.

特別維持員會費..................115.00

_前年度旣納諸會費.............. 1,237.15

以上合計 4,920.04

內次年度分前納諸會費......... 1,519.10

差引本年度會歿實收入 3,400.94

R. 〇.廣吿收入............... 168.70

雜收入（利子.レゲオ分册其他）161.72 

年鑑發行灌備金.............. _127.49

以匕本年度實收入總計 3,858-85
★支出★
R. 〇.印刷費……………...... 1,913.36

同 發送費........:：::…… 234.95

事務 ®................... 630.00

宣傅费...................... 179.87

地方會補助費.....................33.62

維持員總會費（大會寄附）......60.00

文陣費................... 20.5()

1937年度年鑑發行準備金 …… 100.22

共通負擔費................... 686.33

以上支出合計 3,85885
收支ノ結果100.22圓ノ剩餘金ヲ生ジダル

ヲ以テ次年度年鑑發行灌備金トシテ次年度徐

算二計上ス。剩餘金ヲ生ジタル理由 ハUEA

賦課金ノ保留ト年鑑發行ヲ中止シタ ル故

◎次年度維持員會費繰越額........ 1,519.10

內 譯

普通維持員會費.............. 560.80

正維持員會費…............... 836.40

賛助維持員會費............... 71.00

特別維持員會費............... 50.90

〔C〕事業部負擔會計

★收入★・

エス誌大取次賣上收入........ 1,822.04

同 購讚料本年度收入...... 657.54

同 前年度旣納瞬讀料……・• 227.31

同 雜收入（分册賣上其他）… 196.86

以上合計 2,903.75

內次年度エス誌前納購汝料 257.00

小計（差引エス誌實收入） 2,646.75

本會出版物u上离ヨリ........ 1,360.75

取次和洋書賣上高ヨリ........ 773.96

不足金（川版部積立金ヨリ）補塡 275.89

小 計 2,410.60

以上收入台計 5,057 35

★支出★
エス誌印刷費................ 2,114.55

冋 發送費................. 47.15

同 宣傳費................. 43.25

小 計 2-204.95
R 〇.へ廣吿賈.............. 168.00

其他ノ廣吿貨................. 33.55

印刷費厂目錄其他）............ 73.00

事務•粒…:……........... 1.540.95

7.44
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共通負擔費.................... 1/）2946

小 計................. 2,852.40

以上支出合計 5,05735
收支ノ結果275.89拥が足ヲ生ジタルヲ以 

テ取次岡書部積立金ヨリ補塡ス

◎次年嗟エス誌購讀料繰越'領...... 257.00

〔C〕共通負擔費明細

費目
維持員
會計
40%

事業部 
會計 
60%

總計

通信費 180.27 270.39 450.66

振替貯金料金 3.70 5.55 9.25

備品及設備費 70.90 106.34 177.24

消耗品費 74.15 111.23 185.38

邪務所維持費 157.30 235.94 393.24

諸會合賀 3.80 5.71 9.51

火災保險費 45.89 68.83 114.72

抵話 費 36.33 54.50 90.83

諸税金 49.75 74.62 124.37

臨時費 64.24 96.35 160.59

計 686.33 1,029-46 1,71579

〔D〕 書取次出版勘定

★收入長

本會出版物總我匕髙........... 4,535.81

取次和洋書總賣上高..........  5,159.64

前年度ヨリ繰越賢金.......... 260.18

以上收入台計 9,955-63

支出★

本會發行圖書戮..............  2,722.03

取次圖書仕入寳..............  3,588.73

事業部食計負擔費..............2,134.71

事業部會計不足補塡............. 275.89

借入金返濟（特別積立金へう……1,000.00

_ 次年度出版圖書部繰越資金…… 234.27

以上支出合計 9,955・63

CEĴ資産勘定

永代基金..................... 13,044.32

常用基佥……利用中.......... 〇

次年度繰越維持員會費......... 1,519.10

同 エス誌購誡料...........257.00

年鑑發行举備金……:............ 100.22

特別宣傅資金.....................45.95

出版圖書部繰越赛金.......... 234.27

敎育部積立金....................475.08

U. E. A.賦課金積立.......... 235.00

特別積立金.................... 1,271.16

特別出版資金……利用中............... 〇

出版圖書部諸預リ金.......... 235.42

以上現金合計Cl） 17417.52
學會出版物在库見積額........ 14,852,17

・取次和洋書在庫見積額........  4,852.92

不動產評價見積額.............16,426.95

以上商品及不動產合計（2） 36,132.04
CD C2う總合計 53,54956

◎不動產內課 •

爭務所敷地（昭七年購人價額）…9,750.00 

家屋及雜作（同 建築費領）…6,676.95

資産目錄C保穆處

三井信託預金................. 11,026.55

住友銀行預金.................. 1,648.51

安田貯蓄預金.................. 3.499.55

掘桥及郵便保證金............... 119.00

束京振替口座¢11325）........ 709.30

同 上 C32085）........ 177.53

現金在庫..................... 237.08
- 「初_

以I•・現金合計 17,417.52
在車商品圖書見積額.......... 19,705.09

本會・所有地坪數.............80坪3合3勺

事務所建物C雜作付:）延坪……60 „7„5 „ 

電話.......................... 1

本會文庫書籍部數................. 2850

事務用テーブル類............... 11

同上廻轉椅子................. 6

應接用テーブル................. 2

同上椅子..................... 3

布張綺子..................... 12

講習用畏机..................... 14

同上木臺椅子................. 30

集會用籐椅子........................36

額 類........................ 7

各種書類箱及本箱............... 22

石炭ストーブC大小）............ 2

時 計........................ 2

謄寫版器....................... 2

秤C大小）..................... 2

安全書朿....................... 1

タイプライター................. 1

宛名印刷器・,.................... 1
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昭和十二年度通常經費豫算

CAĴ 維持員負擔倉計全 ★支 出★

★收 入★
普通維持員會费5* ）x2.%）.....

正維持員會費650 X 3.00.....

賛助維持員會費29x5.00.....

特別維持員會費9X10.00.....

終身維持員會費16x0.......

1,368.00

1,965.00

145.00

90.00

〇

小 計 !264 人 も568.00

レヴォ廣吿收入風x12月）事業部ヨリ
............ •...................168.00 

雜收入Cレヴォ分册、利于其他13圓xl2JJ）

 156.00 

年鑑烫行灌備金（前年度剩餘金）…… 100.22

UEA賦課金禎立繰入............... 235.00

小 計 659.22
以上收入合計 4 22722

★支 出★

エス誌發行費.....................  2,200.00

同 發送費C雜誌協角返本費ヲ含厶）

................................ 60.00

小 計 2,263.00
出版印刷费（再版、新刊）.......... 2,300.00

取次和洋書仕入費.................3,200.00

小 計 5,500 〇〇

R. 〇.誌廣吿寶................... 168.00

宣傳費（其他ノ廣吿費ヲ含厶）...... 150.00

圖書目錄、廣吿刷等印刷費........ 100.00

事務諸給寶....................... 2,000,00

雜經費（包裝、發送、其他雜歿）...... 100,00

共通負擔費60%負擔內譯參照……1,044,00

小 計 3,562,00
合 計 11,322,00

次年度繰越出版部资金............ 287.27

以上支出合計 11,609・27

R. 〇.發行費..................... 1,800,00

同 發送費........................ 310.00

年鑑發行費.......................... 100.22

事務諸給!?....................... 720.00

宣傳寶.......................... 250.00

地方會補助費..................... 36.00

維持員總會費（大會寄附）.............. 60.00

UEA 賦課金..................... 235.00

文匝費........................... 20.00

共通負擔費（40%負擔）內譯參照… 696.00
以上支出合計 4,22722

CBĴ 圖書部負擔會計

★收 入★

エス誌購讀料（290人X n 2.30圓）… 667.00

同 大取次喪上（月千部x0.144 BU）1,728.00

共通負擔費內譯

費目
維持員
會計
40%

事業部 
會計 
60%

總計

通信費 200.00 300.00 500.00

振替貯金料金 4.00 6.00 10.C0

備品及設備費 80.00 120.00 200.00

消耗品費 74.00 111.00 185.00

茅務所維持費 160.00 240.00 400.00

諸命合費 14.00 21.00 35.00

火災保險費 44.00 66.00 11000

電話費 36.00 54.C0 90.00

諸稅金 52.00 78.00 130.00

臨時費 32.00 48.00 80.00

計 69600 1,044.00 1,749.00

總豫算收支額
同 分册質上其他（月額15 IflD…… 180.00

小 計 Z575.00
本會出版物賣上...................4,300.00

取次和洋書賀上...................4,500.00

前年度ヨリ繰越資金........... •.… 234.27

小 計 9,034.27
以上收入合計 11,63927

維持員負擔會計......... .... :……4,227.22

圖锡部負擔會計......... ......... 11,609.27

總 計 15,836.49

昭和十一年度永代基x領收報告

20.00 El ....................... 渡部秀男氏
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借灵日本エスベラ ン ト學會 和
十一年度 報吿

★役員會報告:昭和口年1月26日理事會開 

催。!.拾年度-般會務報吿。2.同會計决算 

報吿。3.拾壹年度會計豫第决定。4.評議員 

改選。5.拾壹年度事業方針の協議。

★11年12月13日理事會及評議員會開催。1. 

抡壹年度業務狀勢報吿。2.維持員總會（札幌 

大會）に於ける狀勢及び東北地方特使派遣く岡 

本）报吿。3.昭和12年度豫算大綱審議。4. 

理事、監事任期滿了につき理事長は評議員會 

の意見を徵し新任理事監事及常務理事を決定 

すべき評議員會の推薦決議を求むる件。5.12 

年度に於ける運動及事業方針に關する協議。 

6. UEAとIEし問題の對策。

昭和12年度以降の理事.監事、常務理事 

下記の通り評議貝會に於て推薦さる。

厘任理事:天石和三郞、井上仁吉.井上萬 

壽藏、上野孝男、小坂猖二、大井學.川原次 

吉郞ゝ黑板勝美、土岐善曆、西成甫ヽ藤澤親 

雄・前J!穰、美野田琢悔、早月周三郞・柳田 

國男.三石五六 新任:田誠以上十七名。常 

務理事:美野田.小坂、大井、三石の四名。 

監事:淸水，粉雄.鈴木正夫、堀眞道、以上重 

任.丸山丈作新任・以上四名、上記役員は何 

れも就任を承諾さる。・

★事業報告槪要:1•機關誌レヴォ並に雜誌工 

スペラントの月刊定期發行。2.常設的講習 

會並に硏究會の開催。3. t也方エス會及展査 

曾等の後援。4.夏期大學開催。5.特使派遣 

東北・北海道地方に於けるエス語普及狀態を 

很察めため〇 6.圖書の出版ヽ日本書紀第二 

編（11月）。7.海外發行圖書並に雜誌の取次 

輸入及び我國に於ける發疔圖書を海外輸出し 

文化の世界的發揚に資する等ヽ以上。

★會計決算報吿槪要1.基金:寄附金20圖 

と預金利子428.14圓計448.14圓の增加で總 

額13,044.32 K!となる。常用基金は以前本會 

建設费の一部に利用中である。2.推持貝負 
擔倉計:收支總額3,858.85圓、收入代譯に於 

て會費收入は豫算に比L 580圓增したが其他 

の種目に於て136圓の減收差引444圓の增收 

を译たが一方レヴォ坍頁の結果印刷費と發送 

费とで415圓.事務費で30圓、計445 [ffi 

の支出增加で相殺となる。尙逆算では共通負 

擔费が32'% で有ったが事業部との均衡上 

4〇%に變更の結果2〇〇圓增しとなり之れカ: 

貳塡には年鑑發行中止とUEA賦課金支拂保 

留による約300呵の•豫算額を充當、差引100 

圓の剩餘金を生ずるので年鑑發厅準備金とし 

て次年度豫算に繰越計上した次第である。3. 

尊業部負握盒計:收支總額5,057.35陋 徐算 

に比しエス誌夜上收入は約190问增したが圖 

書賣上高よりの收入が約237圓減じたるため 

差引約45圓の收入減であった。一方支出は 

豫第に比し170旧]程の節約を得たので收支差 

りI 275佩餘の不足補塡で決覓が出來た次第で 

ある、豫算面では約400圓の不足で有った。

4.圖書取次出版勘定:本年度圖書賣上高 

9,695.45他、それに前年度より繰越の資金 

260.18圆を加へ合計9,955.63圓,が總收入で 

ある。前年度に比し5,132.73圓の減收で圖誉 

賣上の不振は1928 一年この方八年ぶりである 

が一方出費も少なく從って前年度借入の特別 

積立金1,00'）圓を返濟、尙事業部の不足金275 

!0!餘を補塡の上、次年度圖書部の資金として• 

234.27側を繰越し得た譯である。5.資産勘 

定:現金總漱!7,417.52圓.商品及不動產總 

額36,132.04圓以上合計53,549.56圓で前年 

度よりは342.46圓の増加である。種目中說 

明を要するものゝ特別宜傅資金:据企敎育 

部積比金:475.08回は本會主催の講習會費及 

ひ講堂使用料の積立である本年度總收入は 

334.80凰で講師謝禮其他の支出合計160.20 

圓を差リIき殘り174.60圓に前年度よりの繰 

越金300.48囿を加算したものである。UEA 

賦課金:据Zĥ特別積立金：1,271,46圓は功 

勞慰謝金として積立て來たもので本年度は圖 

書部より30ぬを支出.前年度現在高241.16H 

に加算』つ前年度出版部へ貸出しの1,000HI 

が今囘返濟されたので上記の現在額になった 

のである。特別出版資金:1,500圓は某氏寄附 

金なるも圖書部和エス出版費に今尙流用中。 

★昭和!2年度豫算:本族算編成に當り從來
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の事業部なる名稱を實質的の圖書部と改め本 

會議行の出版圖書及び取次和洋書の收支を明 

かにすると同時にエス誌の發行も圖書部の負 

擔事業として一切を賄ふ事は從前通りであ 

ろ。本豫算收支總怨は!5,836.49圓で前年度 

に比し625圓餘りの減額である。計算の基礎 

は總て前年度實績に依るものであるが糸隹持員 

負擁會計に於ては維持員會費の收入を年頭の 

維持員數に乘積算出としたるにより若し會員 

が減少するに至っては缺損は免れまい。然か 

もUEA賦課金支拂には今迄積立たる準備金 

を充當せざればならない程で可成苦しい狀態 

となって來て居る。一方圖書部會計に於いて 

も圖書の賣行が更に低下するときはこれまた 

事業遂行上重大なる支障を來たすので維持員 

諸氏は絕大なる支持を切卑して止まない次第 

である。

★昭和12年1月30日理事會苗催:理事長 

選擧の結果大石和三郞氏再選就任、尙常お理 

事として美野田、小坂、大井・三石の諸氏就 

任更に理事長は昭和年12年度の評叢員をド 

記の通り選任された。

★昭和12年度選出評議員（五音順）

安黑オー郞 

岩下順太郞 

浦良治 

久保貞次郞 

守隨 ー 

寺喜久治 

原田三馬

靑木武造 

伊藤し!西三 

大木克已 

小林束二 

多羅尾一郞

德EU六郞

福富義雄

靑島友美 

飯田魏代司 

大崎和夫 

酒井鼎 

露木淸彥 

馬場淸彥 

保坂成之

萬澤まき子（以上22名再選）渡部秀男（新 

任）總負23名。

洋書價上 財團法人

日本エスペラント學會洋書部

かねて廣吿いたしましたやうに,洋書 
の定價を引上げなければならない事1# 
が生［'ましたnこれは,しかし止むを 

得ない事情によるもので，でき得るか 
ぎり僅少差額に止めるよう極力努力い 
たしましたので，最も需要の多いザメ 
ンホフの著作物や,Plena Vortaroは價 
上げしても市價に比べるごはるかに低
廉でございます。 た芒へば

市償 新定價

Plena Vortaro 10.00 6.00
Marta 2-50 2.00
Faraono • 5.00 4.20

また昨年末在庫してゐたものは，その 
在庫品のあるあひだは,舊定價でさし 
あげるこ芒にしてをりますから，この 
際賣切れぬ5ちにお買永め、ください。 

新定價および舊定價の在庫品を記した 
新版のカタログは今丿］中に作成の見込 
みですからお申込みおきください。



エスペラント直 

タイプライタア

英文,佛文も打てる

ロ說明書申込次第送呈口

重さ僅かに一貫目弱 御家庭に,事務所に,

空,陸, 海の御旅行に, いつ，ざこへでも,わ、供
できろヘルメス 定價僅かに百三十 僚第）

HERMES-babyは最近數ヶ年間における 

タイプライタア工業に一大飛躍を遂げた 

革新的進步の結晶です。輕快なタッチ, 

淸新な外觀,高度の機能,そして,この 

廉價—— これは,その建造工程の天才的 

簡易化の賜物に他なりません。

取次所:

ト學彳
縹日本エスペラ ン

東京市本鄕 

元町一丁目
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日本エスペラント學會發行圖書 
ーー詳細內外エス書圖毒目錄お申込み次第送呈 —— 

スベラン•ト捷 
スベラント講
撰エス和辭
撰和エス辭

^心

徑 
座

城
新 
新 
新撰エス文手紙の書方 
エスベラント日記の書方 
エスペラント談習用書...................... 0.30

エスペラント初等讀本...................... 0.30

エスペラント童話議本...................... 0.20

ザメ ンホフ讀本 
エスベラント醫學文範 
エスペラント發音硏究 
エスベラント文例集 
黙字エス文法と小辭典.......................1.00

リングヴィ・レスポンドイ
阈語の擁護を論じて國際語に及ぶ

語學と國際語言

1.
2.

ザ

國

エス

メンホフの生涯 

の常識際逼信

多少外國語索養ある者のため最良の獨習書…0.50 4 

外國語を知らぬ人のため最良の獨習講義錄…〇・50 4 

語數豐富，譯語正確,携帶至便…上0.80 2並0.60 2 

見出語數6萬,出典明示，附錄豐富,印刷鮮明…2.50 

書簡百科辭書の觀,例文豊富，四六判370頁…1.20 

36514,IHI文例,社會萬般の生活記錄,譯註付!.20 

2 エスペラント短期講習書....................... 0.20
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, 新 着

G. NORW AY : LA AVENTUROJ DE
MARTENO DRAKE

四六判206ペイヂ・9ポ密組•上製 

今囘入荷の品に限り特價3團•送料8錢

流人の父を探して數千里ゝ汽船のない時代の大西 

洋をわたって新大陸アメリカ三界をうみつき步く 

少年兄弟の數奇な連命の物語、

EMBA： MARIA KAJ LA GRUPO
四六判172ペイヂ•特價1©I 8）錢・送料4錢 

はやく出るべくして出なかったエスペランチスト 

の生活を主材とした長編小說Ĵ作者Embaは瓜 

作短篇作家として知られる人コ特價は今M入荷の 

20部限弗至急御註文を!

新 刊

Historieto pri Japanujo 
レヴーオー月號揭載の日本小史・あなたの文通者に送るに 

手頃な美本です。大いに御利用あれ!

菊半截50ペイヂ•定價20錢•送料2錢

スペラント・ H本文・ローマ字 正 信 偈
レ しA PSALMO DE ĜUSTA KREDO

親鸞が敎義を要約して讚歌とした眞宗

で最も重要な聖典の平易な譯

-------- 定價40錢•送料2錢--------

東京本鄕 
元町•一

徴日本エスベラント學會 振替東京11325
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新川正ー ベル リ ン ま て

新敎育會議に列席のため渡歐 

した旅U記の一節•エスペラ 

ントのもかげでオリンピック 

入場券をたちまち入手しだ話

池川 淸 上海 エブナア

' - 渡歐船中日記から・日本に來

だ埃阈人同志から，同氏が日 

本で同志から受けた全歡待量 

を一人で返へしてもらっだ話

淺!T| —~■ 靑年よ品行方正なれ

靑年男女に送る親切な性訓I

伊井迂エスペラントと音樂

エスペラント國の祭政一致論

映畫物語熱パテ•ナタン映畫風

その他,例によって,小坂狷二「前置詞略解・ 

EN」,中垣虎兒郞阡|由作文講評」,三宅史平 

［和文エス譯講評」,岡本好次〔質疑應答」,「初等

讀物」等,等,興味のjちにエスベラントをぐ

んぐん（I分の1ものにしてゆかれる記事滿載。

定價20錢•送料5用•舊號見本切手10錢 

一年分送料とも2 H 30錢（創刊號から取揃えあ〇）
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